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前回の例会 

2016年 2月 5日(金)第 1695回 

卓 話 「釜石東 RC主催、RWC2019に向けて 

中学生育成事業報告」 

卓話者  嶽盛 和三 会員 

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（２月） 

 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) 

〇結婚念祝い（２月）該当者なし 
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事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西 2丁 1番 30号 ポピア南海 3階 302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

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

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  ： 辻 秀和 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com 
        E-mail ： hidekazu-2640@pure.ocn.ne.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：平野祥之 

 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

2016年 2月 12日 1695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 

2016年 2月 12日(金)第 1696回 

卓 話 「第２回クラブアッセンブリー」 

卓話者  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 

 

 

 
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. ラビンドラン（スリランカ・コロンボ RC） 

本日の例会 

 

時間 

 

＜２月５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           0名      

1月 15日(金)の出席率    83.83％ 

次週の例会 

 

時間 

 

2016年 2月 19日(金)第 1697回 

卓 話 「 未定 」 

卓話者 米澤 邦明 会員 

「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/
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「釜石東RC ～ＲＷＣ２０１９に向けて 中学生育成事業報告～」 

会員 嶽盛 和三 

 

ＲＷＣ２０１９中学生英国派遣事業目的 

１．２０１９年ＲＷＣ開催都市に釜石が決定。(27.3.2) 

２．２０１９年ＲＷＣ開催を通じて、地域の青少年に夢や希望を持ってもらいたい。 

３．２０１９年ＲＷＣ開催を通じて、地域の青少年に成長してもらいたい。 

４．２０１９年ＲＷＣ開催を通じて、地域の青少年に将来の明るい釜石を築く人材に 

なってもらいたい。 

 

「希望・成長・未来」をキーワードに「もの」の支援でなく、 

「ひと」の育成を目的とした。 

募集→面接→決定→オリエンテーション 

1. 釜石市教育委員会へ趣旨説明   3/6 

2．釜石市各学校長へ趣旨説明     4/6~ 

3．定員５名のところに２５名の応募 

4．書類選考、面接の実施（全員合格）  4/30 

5．抽選で５名を決定。 5/8 

6．１名（東中学校）追加して６名。 

7．オリエンテーション５回開催              

 

２５２０地区山口ガバナーを通じて全国のロータリアンに寄付のお願い 

イングランド派遣工程表 

9/21 釜石駅出発 

9/22 ロンドンへ向け出発 

9/23 グロスターＲＣと交流、日本対スコットランド観戦 

9/24 大英博物館、ビックベン、オリンピックパークなど 

9/25 トゥイッケナムスタジアム、ワールドラグビー博物館、ロンドン市内観光 

9/26 ロンドン発 

9/27 釜石着 

 

イングランド派遣費用 

【収入】   6,446,646円 

釜石東ＲＣ2,950,191＋釜石ＲＣ以外3,496,455 

【支出】 5,617,228円 

渡航費 5,066,736円 

その他  例会参加費、Ｔシャツ作成、大漁旗等 

【残金】 829,418円 

 

英国に行って感動したこと 

・フレンドリーな方が多く、敵味方関係なく仲良くなれたこと。 

・国全体だけでなく人の心も盛り上がっていたこと。 

・日本語で声をかけられ、日本を応援してくれたこと。 

・現地の人の温かさ、ワールドカップの熱気がすごかったこと。 

・外国の人に声をかけられ手を振られたりしたこと。 

・ビックベンやロンドンブリッジが大きかったこと。 

 

 

卓 話 

 

時間 
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英国に行って学んだこと 

・試合が終わって、みんながゴミを拾っているところ。 

・外国の方々に優しく、明るく、接してもらったこと。 

・助けようという思いがあれば言葉が分からなくても通じたところ。 

・現地の人は、笑顔で迎えてくれてとても話しやすかったこと。 

・ラグビーの試合がとても盛り上がっていること。 

・日本の環境のすばらしさを知ったこと。 

 

釜石大会への夢 

・積極的に参加して釜石大会の成功に貢献したいです。 

・英語で外国人の方に話しかけたり、旅行のお手伝いをしたいです。 

・外国人に明るく接して、また来たいと思う人が増えて欲しいです。 

・英語を勉強して、外国人を支えたいです。 

・釜石の人がラグビーに興味を持ち、協力し合って釜石大会に参画できるように盛り上

げたいです。 

・英語がペラペラになりスタッフになりたいです。 

・大漁旗を振って応援したいです。 

・釜石らしいおもてなしの心で外国人を迎えたいで 

す。 
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今後の予定（希望含め） 

・生徒対象に英会話教室を月１回開催する。各学校長の協力を得て、受講生を増やして

いく。 

・他地区の会場（スタジアム）を見て回って学ぶ 

・他地区の行政や市民の取り組みを学ぶ 

・日本代表選手から直接お話を聞いて学ぶ。 

・ボランティア精神を学ぶ 

・おもてなしの心を学ぶ 

 

 

 

 

会長 坂田 兼則 

 

 明日から、中田会長エレクトはじめ 6 名の皆さんで、タイのほうへ国際奉仕に行って

いただきます。現地では、国際ＲC 第 3350 地区のノンケーム RC の皆さんにお世話に

なりますが、先週のテーブル会議での議題にありました、同クラブとの友好クラブ締結

をしてきてもらいます。 

そして、同クラブの情報収集やタイのＲＣの事情についても調査してもらうつもりです。

ノンケーム RC では堺北クラブとの姉妹クラブ締結については理事会で決定しているそ

うですが、当クラブとしては十分調査のうえ、再度皆さんに報告したうえで 1 年ぐらい

かけて姉妹クラブ締結が可能かどうかを今後検討していきたいと思っております。 

 このあとの卓話では、本日は国際ホーラムで嶽盛副委員長にノンケーム RC について

お話いただき、又皆さんの御意見をいただく予定です。 

 よろしくお願い申し上げて会長の時間といたします。 

 

 

 

社会奉仕委員会 

｢仁徳天皇陵｣清掃奉仕のご案内 

社会奉仕委員長 塩見 守 

 

本年度も恒例になりました仁徳天皇陵の清掃奉仕「仁徳稜をまもり隊」を下記要領にて

実施いたしたく、何かとご多忙のこととは存じますが、ご参加、ご協力のほど宜しくお

願い申し上げます。 

記 

日時：３月１３日（日）午前９：３０～  

集合場所：仁徳天皇陵正面配所前 （駐車場） 

集合時間：午前 ９：１５ 

服装：ロータリーメンバーはいつものジャンバ－ 帽子 家族のかたは自由です。 

持参する物：特に必要なし 道具等は社会奉仕委員会で用意致します。 

※雨天等の関係で中止の場合、参加予定者の皆様に当方（塩見）より 

午前７：５０頃までにご連絡いたします。 

当日の件でのお問い合わせは携帯 090-1964-2877（塩見）までお願いいたします。 

委員会報告 

 

時間 

 

会長の時間 

 

時間 
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尚、雨天中止の場合には次回予定が３月２０日（日）となります。 

当日はメ－キャップ扱いと致します。 

 

 

 

山ノ内修一会員 タイへ行かれる方々の無事を 

祈って。 

城岡陽志会員 仕事上の悩みで毎晩寝れません。自分はこんなにナイーブだったとは！ 

嶽盛和三会員 明日６日より「タイ」に国際奉仕に行って参ります。 

笹山悦夫会員 妻の誕生日に花束有難うございました。とても喜んでいました。 

平野祥之会員 皆さん、タイお気を付けて行って来て下さいませ。 

合計 １５，０００円 

 

 

 

（１）本日の配布物 週報のみ 

（２）幹事報告 

  ・次週の例会はクラブアッセンブリーです。黒川ガバナー補佐がご来会下さいま

す。 

又、各委員会委員長は、報告書を 2月12日(金)例会終了後までに事務局へ 

ご提出頂けます様お願い申し上げます。 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

  ・堺東南ロータリークラブ 

   2月25日(木)→2月29日(月)10：00～  東陶器保育所にてふれあい巡業 

   3月3日(木)→春日山部屋 ちゃんこ鍋例会 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

幹事報告 

 

時間 

 

ＳＡＡ報告 

時間 

ご存知ですか？ 

広報委員会 

 

今年初めての「ご存知ですか？」です。 

皆様！是非チャレンジして下さい。 

 

難読漢字編  

～植物・野菜・果物バージョン～ 

①木瓜 ②木槿 ③勿忘草 ④野茨 ⑤野

薊 ⑥翌檜 ⑦竜胆 ⑧蓮華・蓮花 ⑨夾

竹桃 ⑩扁桃 ⑪梔子 ⑫樅 ⑬鬱金香 

⑭艾・蓬 ⑮芍薬 ⑯菫 ⑰蓼 ⑱薊 ⑲

薔薇 ⑳躑躅 

㉑玉蜀黍 ㉒山葵 ㉓酢橘 ㉔茗荷 ㉕薺 ㉖辣

韮 ㉗橄欖 ㉘風信子 ㉙石榴・柘榴 ㉚枇杷 

答え 

①ぼけ ②むくげ ③わすれなぐさ 

④のいばら ⑤のあざみ ⑥あすなろ 

⑦りんどう ⑧れんげ ⑨きょうちくとう

⑩アーモンド ⑪くちなし ⑫もみ 

⑬チューリップ ⑭よもぎ ⑮しゃくやく

⑯すみれ ⑰たで ⑱あざみ ⑲ばら 

⑳つつじ ㉑とうもろこし ㉒わさび 

㉓すだち ㉔みょうが ㉕なずな 

㉖らっきょう ㉗オリーブ ㉘ヒヤシンス 

㉙ざくろ ㉚びわ 


