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前回の例会 

2015年 7月 3日(金)第 1667回 

卓  話 「 会長就任挨拶 」 

会長 坂田 兼則 

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 

〇会員・奥様誕生祝い（７月度） 

宇瀬治夫会員(2 日) 山崎 市郎 会員(4 日) 

國井  豊会員(5 日) 山ノ内修一会員(29 日) 

濵口正義会員(30 日）  

〇結婚記念日祝い（７月度） 

該当者なし 
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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)  ：豊澤 洋太朗（トヨサワ ヨウタロウ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://2640.jp/ 
         E-mail ： office@2640.jp 

会長：坂田兼則  幹事：藤永 誉  広報委員長：山ノ内修一  編集者：山ノ内修一 
 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

2015年 7月 10日 第 1667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 

2015年 7月 10日(土)第 1668回 

「第１回クラブアッセンブリー」 

各委員会委員長 

今週の歌 「 奉仕の理想 」 

「 浜千鳥 」 

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 

〇皆出席表彰（７月度） 

 山ノ内修一会員（第９回） 

 嶽盛 和三会員（第２回） 

 

 2015年 7月 17日(金)第 1669回 

卓  話 「35 周年北海道旅行について」 

株式会社 新日本旅行 

（ 未 定 ）様 

        中田 学 会員ご紹介 

 

 
2015-16 年度 国際ロータリーのテーマ 

「世界へのプレゼントになろう」 
Be a Gift to the World 

国際ロータリー会長 K.R. “ラビ”ラビンドラン（スリランカ・コロンボ RC） 

＜７月３日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           31名 

出席会員           20名 

欠席会員             11名 

ビジター            0名 

ゲスト           1名      

5 月 22日(金)の出席率  78.13％ 
 

本日の例会 

 

時間 

 

次週の例会 

 

時間 

 

今 週 の 歌 

「 浜 千 鳥 」 

青い月夜の  浜辺には 

親を探して  鳴く鳥が 

波の国から  生まれ出る 

濡れた翼の  銀の色 

http://www.sakai-kita.jp/
http://2640.jp/
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「 会長就任挨拶 」 

会長 坂田 兼則  

 

本年度、会長をさせていただきます坂田です。 

当クラブへの入会順番でいきますと、私よりも辰会員、中田会員と先輩がおられます

が、その前に会長をさせていただき、申し訳なく思っております。 

 わたしは、昭和２４年４月２日生まれの今年６６歳になりました。生まれは当時の高

知県安芸郡安田町です。４歳のときに大阪の住吉に引越し、 

中学１年に今の松原市天美に変わるまで、すごしておりました。 

 松原第二中学、河南高校、近畿大学理工学部建築学科を卒業し、昭和４８年に大日本

土木㈱へ就職し、１年間新大阪でマンションの現場監督をしておりましたが、昭和４９

年に親父がしておりました｢坂田土地家屋調査士事務所｣に入り、昭和５７年から現在の

調査士業を行っております。 

 最初は、飛行機乗りになりたくて、高校卒業後、宮崎の航空大学を受験しましたが、

最初の英語の試験ですべり、翌年も同様に入学できず、やむなく近畿大学に入った次第

です。ですから学校ではほとんど勉強はしておりませんでしたが、なんとか卒業させて

いただきました。大学１年の終わりの２月ごろに山梨県大月町まで電車で行き、そこか

ら雪の中をあるいて富士山を一周しました。 

 大学２年の夏には、当時の 90ＣＣの本田のバイクで、大阪から九州一周に行きまし

た。 

学生ですからお金が無く、寝袋で寝てたまにユ－スホテルの泊まったりして、約１ヶ月

かけて行き、四国を回って帰ってきました。 

 大学３年のときは、今度は 250ＣＣのヤマハのバイクで大阪から東京・青森・函館へ

いき、北海道一周をしました。これも同様に寝袋で寝たり、ユ－スホテルの泊まったり

しての一人旅でした。 

 そのころは、皆様も御存知だとおもいますが、学生運動がたけなわで、又暴走族が大

流行でしたが、私はあまり興味なく、一人旅行を楽しんでおりました。 

 大学４年の最後には、当時返還になったばかりの沖縄へ船で３１時間かけていきまし

た。当時の石垣島・竹富島は非常に美しくいまでも印象に残っております。 

 今思えば、大学の４年間の一人旅が現在の私の人間形成に大きく影響しているように

思います。見ず知らずの人々に色々助けてもらい、又色々のことを勉強させていただき

ました。現在の私の仕事に非常に役立っていると思います。 

 堺北クラブには、平成17年9月に今は亡き白木会員と城岡会員の紹介で入会させて

いただきました。今年がちょうど 10年目になります。 

 その間、30周年の宇瀬会長のときに幹事をさせていただきロータリークラブのこと

を少し勉強させていただきました。そして今年 35周年で会長の大役をさせていただく

ことになりましたが、私のできることを誠実に努めていこうと思っております。前 山

ノ内会長のスロ－ガンが｢仲良く・楽しく｣でありましたので、引き続き、｢元気で明る

く｣をモットｰに1年間やっていけたらと思います。 

 

 現在、2640地区においては、数年前からの地区のごたごたが今でも続いております

会長の時間  

 

時間 
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が、次年度までには落着くようです。 

 本年度は、藤永幹事・池永 SAAを始め、城岡親睦委員長・中川職業奉仕委員長・塩見

社会奉仕委員長又、澤井国際奉仕委員長のもと、各委員会会員の皆様の御協力を頂き、

会務運営を行ってまいりますが、早速今月末には親睦委員会によるビアパ－ティーが予

定されており、昨年同様多数の参加を期待しております。 

そして 9月末には35周年事業が予定されております。堀畑 35周年実行委員長・中田副

委員長には大変ご苦労をおかけしますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 11月には、第 5回目の｢子供囲碁大会｣が予定されており、宇瀬実行委員長・塩見副

委員長には又お手数かけますが、よろしくお願いいたします。 

12月には｢親睦家族忘年会｣があり、城岡親睦委員長のもと委員の皆様の協力をお願い

します。これを思いますと、クラブ運営は会員の皆様の御協力で行っており、会長とい

うのはなにもしなくて、非常に楽な立場ではないかと思ってきます。 

 そう思いながら、来年6月までの 1年間｢元気で明るく｣努めていきますので、何卒よ

ろしくお願いいたしまして、はなはだ簡単な会長就任挨拶とさせていただきます。 

有難うございました。 

 

 

「 幹事就任の挨拶 」 

幹事 藤永 誉 

 

「明るく、元気に！」ご挨拶させていただきます。 

この度は、幹事という大役を仰せつかりましたことに感謝しております。誠にありがと

うございます。 

歴代幹事の足元にも及びませんが、「やってよかった！」と次期幹事にお伝えできるよ

う無我夢中で精進してまいりますので、ご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

社会奉仕委員会のご案内 

社会奉仕委員長 塩見 守  

下記の通り委員会を開催いたしたく、ご出席のほどよろしくお願いします。 

              記 

日 時： 平成２７年７月１７日(金) 

場 所： すし亭「幹」 

開始時間： 午後６時３０分 

議 案：①今期の社会奉仕活動について 

委員会報告  

 

時間 

 

坂 田 丸 
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囲碁大会準備委員会 

第 1回囲碁大会準備委員会のご案内 

                       囲碁大会準備委員長 宇瀬 治夫 

 

下記の通り委員会を開催いたしたく、ご出席のほどよろしくお願いします。 

記 

日 時：平成２７年７月２４日(金) 

場 所： すし亭「幹」 

開始時間： 午後６時３０分 

議 案：①今後の役割分担について 

 

国際奉仕委員会 

「カンボジア スナーダイ・クマエ孤児院絵画展のご案内」 

国際奉仕委員長 澤井 久和 

  

 この度 7/31(金)～8/2(日)、甲南大学に於いて、カンボジア スナーダイ・クマエ孤

児院の子供たちの絵画展が開催されます。去年同様、今年も有志の皆さんで、鑑賞いた

したく、ご多用のところ大変恐縮ではございますが、ご参加のほどお願い申し上げま

す。要項は下記の通りです。 

 

記 

日  時：平成２７年８月１日(土) 

   10：30出発（10：00～10：30の間にご集合ください）  

集合場所： 「はや」駐車場 ＊車乗合いで現地まで行きます。 

絵画展開催場所：甲南大学内 甲友会館（兵庫県神戸市東灘区岡本 8-9-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道旅行組11名 会長御苦労さんゴルフ旅行に行ってきました。2日間楽しく遊び     

ました。 

新井茂文会員 坂田兼則会長、今年もよろしくお願いします。 

       堺ギャラリー、堺市立文化館ギャラリーで 7/1～7/15、私の幼なじみの

友人がバラ絵出展と審査員担当しています。石田満智子様です。 

國井 豊会員 坂田丸、出航おめでとうございます。今年度もよろしく。 

山中喜八郎会員 坂田会長さん藤永幹事さん 1年間よろしくお願い致します。 

ＳＡＡ報告  

 

時間 
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坂田兼則会員 今期 1年、失敗も多いと思いますが、よろしくお願いします。 

山ノ内修一会員 坂田会長、藤永幹事、池永ＳＡＡの船出を祝して。一年間、よろしく

お願いします。 

山ノ内修一会員 中田さん、皆さん、北海道旅行ではお世話になりました。ありがとう

ございました。 

宇瀬治夫会員 会長様、幹事様、いよいよですね。大好きなロータリーを満喫してくだ

さい。 

追伸：米ちゃん、ありがとう。 

中田 学会員 坂田丸の出航を祝して。 

辰 正博会員 坂田会長新年度以下役員の皆様、1年間がんばってください。 

徳田 稔会員 新会長、幹事、ＳＡＡ、今から1年よろしくお願いします。又、祝福い

たします。がんばって下さい。 

嶽盛和三会員 坂田会長を始め幹事、ＳＡＡさん、一年間宜しくお願いいたします。 

澤井久和会員 新会長、幹事、ＳＡＡ様、がんばって下さい。今年も出席率 120％目指

します。かな？すみません、本日早退させていただきます。 

中川 澄会員 坂田さん、藤永さん、池永さん、1年間よろしくお願いします。 

米澤邦明会員 坂田さん、会長職を快長にお願いします。 

奥野圭作会員 会長、幹事さん始め、理事、役員の皆様、今年一年よろしくお願いしま   

       す。 

塩見 守会員 坂田会長、藤永幹事、池永ＳＡＡの門出を祝しまして！ 

藤永 誉会員 本年度、幹事のお役仰せつかりました。謹んでお受けいたします。 

『無我夢中』で精進してまいりますので、ご指導の程宜しくお願い申し上

げます。 

合計 ７９，０００円 

 

 

 

（１）本日の配布物 

   ・週報 ・週報バインダー ・会員証 

（２）幹事報告 

   ・本日、例会終了後理事会がございますので、理事・役員の皆様お集まりくださ 

い。 

   ・次週の例会は、第１回クラブアッセンブリーを開催致します。委員会委員長様    

    は報告書を次週例会終了後までに事務局へ提出頂けます様お願い申し上げま

す。 

 

 

 

第１回  定例理事会 

2015-16年度理事会構成メンバー 

坂田、中田、辰、藤永、池永、池田、城岡、中川、塩見、澤井、笹山、山ノ内、畑中 

（計１３名中９名出席により理事会成立） 

その他  

)) 

 

時間 

 

幹事報告  

)) 

 

時間 
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日 時  ２０１５年７月３日（金）例会後 

場 所  「ＰＡＮＴＡＲＯＮ」 会議室 

議 案   

１．本年度 RI会長のテーマ並びにクラブ会長の方針確認 －承認 

２．６月度 １１ＲＣ連絡会報告 －承認 

３．社会奉仕事業の件 －承認  

「世界遺産登録の会」の社会奉仕活動が追加になるので、詳細は届き次第報告 

例年通り、交通安全・仁徳天皇陵清掃・清心寮・囲碁・ダメゼッタイ・ガールスカウト 

４．地区予算の件 －承認  

分担金は、ガバナー決定後に支払う。 

５．７月１日 現在の会員数 会員数 ３１名 

  名誉会員  ２名（田中名誉会員・山田名誉会員）    

４．理事会・委員会 構成確認の件 －承認 

５．２０１４～２０１５度決算の件 －７月中に臨時理事会を開催 ８月初めに会員総

会にて承認を頂く予定。７月１７日(金)11：20～事務局にて会計監査をする。 

６．２０１４～２０１６年度予算の件 －  

７．会計監査承認の件  國井会員に依頼 －承認  

８．取引銀行の件 －承認 

大阪信用金庫堺東支店 

（一般・一般カード・ニコニコ・ニコニコカード・米山・基金・囲碁フェスタ） 

りそな銀行堺東支店（一般・基金定期） 

ゆうちょ銀行堺支店（記念行事） 

みずほ銀行堺支店（記念行事定期） 

９．例会日確認の件  －承認      

例会日は原則毎週金曜日とする 

休会日は休日・祝日・他に３日（本件度は、8/14・12/25・6/24）とする 

10．出席適用免除の件 －承認 

  定款第９条第３節（ａ）三上会員・濵口会員・山中会員 

11．その他確認事項 

（１）誕生日お祝い品  親睦委員会提案 －承認  

従来通り 会員はなし 夫人 お花 

（２）結婚記念日お祝い すし亭幹 食事券 －承認 

（３）皆出席記念品 １００％バッチ －承認 

（４）同好会 －承認 

   ゴルフ同好会（北輪会）・あるこう会・グルメの会・写真同好会・囲碁クラブ・ 

落語愛好会 

（５）新入会員は親睦活動委員会に所属すること －承認   別委員会にも所属可能    

12．その他 

（１）手帳・アッセンブリー資料の印刷費について －承認 

   印刷会社 初田印刷㈱ 手帳 60部  

アッセンブリー 事務局作成の為、コピー代と用紙・製本代 

（２）親睦活動委員会例会変更の件 －承認 
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   ７月３１日（金）を当日ビアパーテイーに変更 

（３）事務局 夏期休暇の件 －承認 8月 13-16日 

（４）事務局職員 夏季賞与の件 －承認 

（５）メイクアップの件 －承認    

   社会奉仕・国際奉仕・職業奉仕の各委員会で例会時以外の委員会会合に出席した

場合もメイクアップ扱いとする。（委員会報告書提出必要） 

（６）その他   

  ・リコーリースの件 更新 20,736円（7/20までに返事）－今年度も更新する 

   ・次期指名委員会設置について －承認 

   ・畑中会員 休会と副ＳＡＡの件 －承認 

    副ＳＡＡの理事役員一覧は、畑中会員とする。 

ＳＡＡ報告(ニコニコ袋紹介)は池永会員に担当して頂くこととする。 

   ・例会場変更について  

・9月めどで、8月28日ＰＡＮＴＡＲＯＮでの最後の例会とする。 

・8月 29.30.31日で事務所引越しを鳳運送にてお願いする。 

   ・新例会場として南海グリル「天兆閣」4Ｆを例会場とする。 

   ・家賃100,000円 

   ・上半期会費の請求 －承認 

   ・正木会員を偲ぶ会を有志で開催したいと思います。日程等は後日お知らせ致し

ます。 

 

堺１１RC連絡会 

日 時：平成２７年６月１３日（土）１７：００～ 

場 所：ホテル・アゴーラリージェンシー堺 4F ダイアモンド 

ホスト：堺清陵ロータリークラブ 

 

＜議案＞ 

  ①堺 11RC連絡会申し送り事項・申し合わせ事項の最終確認 (堺清陵RC) ― 承認 

   申し合わせ事項⑨の確認 

   ・会員および配偶者死亡の場合：クラブへの通知。弔電なし。 

  

 ②堺シティオペラ第３０回定期公演のご案内とお願いで次回連絡会に出席の件（堺Ｒ

Ｃ）― 承認 

 

＜報告事項＞ 

  ①創立２５周年記念例会およびチャリティーゴルフのご案内（堺中ロータリークラブ） 

  ○チャリティーゴルフ 

   日時：平成２７年１０月１６日（金）ＡＭ８:００スタート 

   場所：泉ケ丘カントリークラブ 

  ○記念例会 

   日時：平成２７年１０月１６日（金） ＰＭ ５：００受付 

   場所：スイスホテル南海大阪 
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「次回７月度連絡会」 

  日 時：平成２７年７月１６日（木）午後２時３０分～ 

  場 所：ホテル・アゴーラリージェンシー堺 

  ホスト：堺ロータリークラブ 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

新井会員 乾杯のご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            パストバッチ 授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 ソ・ミンジ様  

７月度米山奨学金授与 
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