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 2015年 2月 6日(金)第 1648回 

会 員 総 会 

「クラブ細則改正（案）」 

卓 話 「 国際奉仕フォーラム」 

卓話者  嶽盛 和三 国際奉仕委員長 

今週の歌「君が代」「奉仕の理想」 

「バースディソング」 

お客様の紹介 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

○会員・奥様誕生祝い（２月度） 

山中喜八郎会員( 7日)  藤永 誉会員(14日) 

池永隆昭会員(14日)  辰 正博会員(23日)  

池田茂雄会員(26日)   

笹山 恭子様( 2日) 

○結婚記念祝い（２月度） 

該当者なし 

 

会長の時間 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所  〒590-0024堺市堺区向陵中町 2丁 5-10 杉本ビル 5-B・Tel:(072)255-1200番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 PANTARON   Tel:(072)228-3988番  （魚太郎直通電話） 

 URL     :  http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  辻 秀和（ツジ ヒデカズ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.org/tsuji/ 

         E-mail ： tsuji2014-d2640@ivy.ocn.ne.jp 

会長：山ノ内修一  幹事：塩見 守 広報委員長：坂田兼則  編集者：池田茂雄 

 

2015年 2月 13日 第 1648号 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

本日の例会 

 

時間 

 

 2015年 2月 13日(金)第 1649回 

「第 2回クラブアッセンブリー」 

各委員会委員長 

今週の歌「我等の生業」「寒い朝」 

お客様の紹介 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

○皆出席表彰（２月度） 

 中田 学会員（第１２回） 

 

 2015年 2月 20日(金)第 1650回 

 卓話 「  未 定   」 

卓話者 三上 尚嘉 会員 

例会場変更 於：開口神社 

次回の例会 

 

時間 

 

 
 

2014－15 年度 国際ロータリーのテーマ 
「ロータリーに輝きを」 

Light Up Rotary 
国際ロータリー会長 ゲイリーC.K.ホァン（台湾・台北 RC） 

＜２月６日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           32名 

出席会員           19名 

欠席会員            13名 

ビジター            0名 

ゲスト           0名      

12月 21日(金)の出席率   87.88％ 

 

今週の歌「寒い朝」 
 
北風吹きぬく寒い朝も 
心ひとつで暖かくなる 
清らかに咲いた可憐な花を 
みどりの髪にかざして今日も、ああ 
北風の中にきこうよ春を 
北風の中にきこうよ春を 

http://www.sakai-kita.jp/
http://www.rid2640g.org/tsuji/
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卓    話 
 

 

   「国際奉仕フォーラム」                   

      国際奉仕委員長 嶽盛 和三 

 

堺北ロータリークラブ、国際奉仕委員会では、過去４年間タイ国に、世界社会奉仕活動（Ｗ

ＣＳ）プロジェクトを推進し、又展開してまいりました。 

本年も第５回目のプロジェクトとして、本日２月６日（金）の例会終了後～２月１１日（水）

までの６日間、山ノ内会長始め会員９名で、タイ国カンチャナブリ近郊の小学校２校に浄水

器を設置し贈呈式を実施してまいります。このプロジェクトには、ＲＩ３３５０地区ノンケ 

ームＲＣ会員の塩谷様の特別のご協力を賜り、現地の交渉より設置に至るまで大変お世話に

なりました。２月１０日ノンケームＲＣの夜間例会に出席し帰国の予定です。昨年まで長年

合同で協力いただいておりました、美原ＲＣの永富会員の退会により、今年度は当堺北ＲＣ

単独の事業となってしまいました。 

以前は、ＷＣＳ地区補助金、マッチンググラント等比較的地区にとって申請のし易いもの

でしたが「未来の夢計画」のもと、「ＲＩ理事会は２０１１年６月３０日をもってＷＣＳプロ

グラムを廃止した」とあり、新しい財団のプログラムでの申請を余儀なくされています。こ

こ最近は地区より各クラブの奉仕委員長会議の招集もなく、今回のプロジェクトを進めるに

あたり補助金の申請も致しませんでした。 

今日はフォーラム（公開討論会）ですので、資料として 2013年 10月26日に2700地区（福

岡、佐賀、鹿児島）で実施された世界社会奉仕（ＷＣＳ）全体会議での報告書をお借りして

フォーラムを進めてまいりたいと思います。（この資料はパソコンで国際奉仕のコンテンツ

で探しているうちに、たまたま見つけたものです。） 

私も余り理解をしておりませんので一緒に勉強してまいりたいと思います。 

堺北ＲＣ過去５年間の国際奉仕委員長の方々の意見等も参考にさせていただきたく、ＷＣＳ

実施年度の実績を調べてみました。 

◆第１回目 2009～2010 委員長 綿谷伸一  副委員長 宇瀬治夫  委員 松岡 

実施国 タイ国 北部へコンピューター支援 

時 期 2009年11月20日～24日 

資金額 ＷＣＳ（美原ＲＣ合同） 北クラブ １４４，０００円 

地区ファンド １３９，５００円  合計 ２８３，５００円 

参加者 河井会長、徳田、宇瀬、中田、綿谷 ５名 

◆第２回目 2010～2011 委員長 綿谷伸一 副委員長 中川澄 

委員 田中、澤井、小西幹夫 

実施国 タイ国 バンコク 放置自転車と文房具寄贈 

時 期 2010年10月11日～14日 

資金額 ＷＣＳ（美原ＲＣ） 

参加者 宇瀬会長、綿谷、中田、徳田 ４名  

◆2011～2012 委員長 塩谷圭一 副委員長 堀畑好秀 委員 綿谷、辰 

この年度、国際大会がタイ国で開催され８名の会員が参加 

◆第３回目 2012～2013 委員長 中田学  副委員長 綿谷伸一 

 委員 國井、小西貢、藤永 

実施国 タイ国アムナートジャル県（タイ北部）比較的貧困層の人の多い所 
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会長の時間 

Ｓ Ａ Ａ 報 告 

  浄水器３０台を３０校へ寄贈 

時 期 2013年2月3日～7日 

資金額 美原ＲＣと共にマッチンググラントとＷＣＳ 

   タイ側５クラブ、日本側３地区９クラブで、総額５万ドル 

参加者 美原ＲＣ永富、徳田会長、中田委員長、綿谷副委員長（北ＲＣ３名） 

◆第４回目 2013～2014 委員長 宇瀬治夫 

 副委員長 堀畑好秀 

 委員 徳田、國井、泉谷、綿谷、中田 

実施国 タイ国 ウッタラデェト県ピッチャイ地区の高等学校に浄水器と図書の贈呈 

時 期 2014年2月16日～19日 

資金額 堺北ＲＣ１０万円、美原ＲＣ１０万円 合計２０万円 

  費用内訳 浄水器１基１５万円、図書５万円合計２０万円 

参加者 美原ＲＣ永富国際奉仕委員長、宇瀬委員長、徳田、綿谷、中田、 

小西、畑中、池永、嶽盛（北ＲＣ８名） 

    3350地区ノンケームＲＣ塩谷、中村（当時はスリウォンＲＣ） 

 

                          

 

会 長 山ノ内修一 

 

今日の話は２つ。 

まず、この時間を借りて「会員総会」を開催します。 

１． １. 会員総会議事録 

① 出席会員数：１９名。 

クラブ細則第５条第３節の規定により会員総会は有効に成立。 

② 議案：クラブ細則改定の件 

③ 議決：賛成多数。クラブ細則第１６条の規程により承認。 

 

２.ガバナーエレクトの件  

２０１７－１８年度ガバナーとして和歌山城南ロータリークラブの岡本浩氏が 

無投票で選出され、この度「ガバナーノミニー確定宣言が出されましたので報告 

します（別紙参照）。 

 

 

 

山ノ内修一会員 吉川さん、よくお越し下さいました。 

山ノ内修一会員 国際奉仕でタイに行ってきます。神様無事に帰れますように。 

嶽盛和三会員 本日から11日まで会員 8名でタイ国際奉仕に行ってまいります。 

中田 学会員 今日からタイへ行ってきます。 

米澤邦明会員 小学生の時に『君が代』の正しい歌い方を習いました。最近の小学校で

は、教えているのでしょうか？ポイントは、「さざれ石の」の部分は、

切らずに続けて歌うと言うことです。 

 計 １８，０００円 
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幹 事 報 告 
 

 

 

（１） 本日の配布物  ・週報 ・国際奉仕フォーラム資料 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーニュース 

2015年7月からの特別月間について 

 

国際ロータリー理事会は、2014 年 10 月開催の第 2 回会合で、ロータリーの特別月間

を、重点分野を強調するものに変更しました。2015年7月からの特別月間は、次の通

りです。 

8月：会員増強・拡大月間      9月：基本的教育と識字率向上月間 

10月：経済と地域社会の発展月間  11月：ロータリー財団月間 

12月：疾病予防と治療月間      1月：職業奉仕月間 

2月：平和と紛争予防／紛争解決月間 3月：水と衛生月間 

4月：母子の健康月間        5月：青少年奉仕月間 

6月：ロータリー親睦活動月間 

なお、10月のもう一つの特別月間「米山月間」は、日本独自に設定しているため、従

来通りで変更はありません。 

2017-2018年度 国際ロータリー第 2640地区 

ガバナーノミニー確定宣言 

RI 細則 13.030. 13.030.1.に従い、2017-2018 年度ガバナー候補者推薦について、2014 年 11 月 21 日に地区内

クラブへ通知し、2014-2015年度ガバナー月信 12月号で公示し、2015年 1月 30日に締め切りいたしまし

た。 

期日までに 1 クラブより推薦がありました。クラブから推薦された候補者が 1 名のみの場合は投票を

要しないものとし、その候補者をガバナーノミニーとして公表するものとします。 

以上から、和歌山城南ロータリークラブ 岡本浩氏を国際ロータリー第 2640地区 2017-2018年度ガバナー

候補者とすることに確定いたしましたので、 

ここに宣言いたします。 

 

2015年 2月 2日 

国際ロータリー第 2640地区 ガバナー 辻 秀和 

    ガバナー就任年度 ： 2017-2018年度 

   氏 名 ： 岡本 浩 (おかもと ひろし) 

   所属クラブ： 和歌山城南ロータリークラブ 

 生年月日 ： 1946年 9月 17日 

   職業分類 ： 弁護士 

 ロータリー略歴 ： 

・1997年 1月 和歌山城南ロータリークラブ入会 

・和歌山城南ロータリークラブにて各種委員会委員長･理事・副会長を歴任 

・2007-2008年度 和歌山城南ロータリークラブ会長 

（2月 2日 2640地区ガバナー事務所よりメールにて全クラブに配信されました。） 

 


