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本日の例会

前回の例会
2016 年 5 月 13 日(金)第 1707 回

2016 年 5 月 20 日(金)第 1708 回

時間

卓 話 「 幹事の感じ方 」

「次年度の為のクラブアッセンブリー」
次年度委員会委員長
今週の歌 「奉仕の理想」
「こいのぼり」
われ
お客様の紹介

卓話者 藤永誉会員
今週の歌 「君が代」
「奉仕の理想」
「バースデーソング」
お客様の紹介
出席報告・会長の時間

いつの
出席報告・会長の時間

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告
委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告
〇皆出席表彰(5 月度)

〇会員・奥様誕生祝い(5 月度)
坂田 多英 様(2 日)

該当者なし

〇結婚記念祝い(5 月度)
新井茂文会員(2 日)

次週の例会

畑中一辰会員(2 日)
城岡陽志会員(2 日)

2016 年 5 月 27 日(金)第 1709 回

時間

濵口正義会員(15 日)

卓 話「田中 一昭 パートⅡ」

＜５月１３日(金)の出席報告＞
会 員 数
31 名
出席会員
17 名
欠席会員
14 名
ビジター
1名
ゲスト
3名
4 月 15 日(金)の出席率
80.64％

卓話者 株式会社 蓬莱
常務取締役

田中 一昭様

紹介者 國井 豊 会員

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）
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卓

話
時間

「幹事の感じ方」
2015-16 年度幹事 藤永 誉
<幹事卓話のお詫び>
本年度、特別に幹事が卓話をさせていただきます。
といいますのも、幹事が卓話のスケジュールの段取りをしてしまったもので会長の退任
の挨拶の前に是非やっておきたかったので入れてしまいました。申し訳ございません。
<お礼>
この度は、幹事をさせていただいて本当にありがとうございました。心より深く感謝申
し上げますとともに、これから幹事をしていただける方におめでとうございますと言い
たいです。
また、坂田会長には逆に助けていただいたことが多く、
（堺北ホストの連絡会の時など）
感謝しきれません。
<お詫び>
会員の皆様には行き届かないことがたくさんあり、申し訳ございませんでした。
あとから考えるとこうしておけば良かったと思うことがたくさんあります。
<これからの幹事さんへ>
ギリギリになりましたが、幹事マニュアルなるものを作成しました。月別、例会毎、随
時と分けてするべきことを事務局本村さんのご協力をいただきながら作成しました。ま
だまだ未完成のものですが、これからの幹事さんに付け加えていただいて完成に近づけ
ていっていただきたいと思います。
少なくとも私が幹事になる時の地区協議会では、幹事の役割を具体的なお話をされなか
ったように思いましたので、どうしても不安になってしまう次期幹事のためにマニュア
ルを作成することにしました。但し、作成することが正しくなかったかもわかりません。
それは枠にはまってしまうかも知れないからです。幹事のするべきことを言葉では表し
てはいけないとも感じました。
私の予定表を今日は特別にお見せしたいと思います。
次年度、社会奉仕委員長をさせていただく予定になっておりますが、来年の年間のスケ
ジュールをほとんど決めております。
例えば、清心寮さんのバーベキュー大会ですと 7/18 に清心寮さんへ塩見次年度副委員長
と一緒に年間のスケジュールの相談のために挨拶にうかがって・・・こうしてしまうと
考えが固まってしまいそうで試行錯誤中です。
もちろん、臨機応変にスケジュールは更新しておりますが、想定外の出来事に対応する
ときの柔軟さが欠けてしまいそうで、本来の僕の良さ？かどうかはわかりませんが「何
にでもチャレンジ」できなくなって頭の固い藤永になっちゃいそうで実は不安です。こ
れからの幹事さんには、できるだけ柔軟さを持っていただきたいと思います。
<まとめ>
年度当初の挨拶で、前幹事の塩見会員から「やってよかった」との声をお聞きしてその
ことを最終目標にと頑張ってまいりました。
あと残すところ 1 ヶ月半となりましたが、まさに「やってよかった」と感じることがで
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きそうですし、今の時点ですでにやってよかったです。
何年後かに会長という気の早いお話もちらほら出てきておりますが、月 5 万円のお小遣
い制度を卒業できるのに、数年かかりそうですのでそちらはなるべく遅い方がありがた
いです。
まだ会長をされていない先輩方にはぜひ柔軟さをもって僕より前にご経験いただき、藤
永くん「会長はいいぞ～」と僕の背中を押していただきたいものです。

会長の時間
時間

会長 坂田兼則

猿田さん、本日はよくお越しいただきました。
約３週間ぶりの例会です。３週間顔を見ないと、ちょっと寂しい思いがしておりまし
たが、皆様お元気でしたでしょうか。
さて、当クラブで過去５年間行ってまいりました、
「子ども囲碁フェスタ・堺」に関連
したお話ですが、この事業は元々現山田名誉会員が当クラブに入会したのをきっかけ
に、小学生の子どもたちに囲碁をつうじて、世の中の規則やルールといった人として成
長していくための勉強をしてもらおうと始まった事業であります。今年も第６回目を１
１月に開催する予定ですが、先日北側会員より連絡がありまして、銀座通で碁会所を開
いておられ,毎年「子ども囲碁フェスタ・堺」に協力いただいており、北側会員と親交
のある日本囲碁協会の松永さんから、囲碁の勉強を小学校の授業に取り入れてもらうよ
う日本囲碁協会から文部科学省に陳情しようと働きかけており、そのために署名運動を
行っているとのことであります。ぜひ当クラブの会員さんにも御賛同いただき、署名を
お願いしたいとのことでありました。あとで署名用紙を回しますので、御賛同いただけ
る会員さんはぜひ署名をお願いいたします。
さて４月の臨時理事会で承認を得て皆様に報告させていただきました、Ｈ２８年熊本大
震災の支援金につきましては、本日おこしの元堺北西南西 RC の猿田さんが４月２５日
に支援物資を熊本県宇土市に直接もっていかれましたが、その支援物資購入等の費用の
一部及び支援金に使用させていただいております。
４月２５日の午後２時４５分に堺市役所前の広場で出発式が行われ、竹山堺市長・田
村副市長はじめ堺市職員の方々の見送りを受け出発いたしました。当クラブからも私と
中田会長エレクト・笹山次年度幹事、又池永会員には、支援物資としてタオル１ケース
と藤永幹事が準備してくれましたブルーシートを持ってきてくれて計４名参加いたしま
した。
実際に現地にいかれました猿田さんから熊本大震災の現地支援の報告を兼ねてお話い
ただきました。猿田さん、どうも有難うございます。
当クラブとしては今後もこの大震災の早期の復興を願っていきたいと思っておりま
す。
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委員会報告
米山奨学委員会
「 自己紹介 」
米山奨学生 グエン・ティ・パンガー様
皆様、はじめまして。
私は桃山学院大学の２年生
「グエン・ティ・パンガー」と申します。ベトナムのハノイから参りました。
ベトナムでの大学を卒業した後、日本文化に接しながら、経済発展について深く研究し
たい希望で、日本へ留学することに決めました。
日本へ来てから、もうすぐ３年になりますが、外国で一人暮らして、生活が大変でした。
現在、ベトナム果実の販売を日本で広げるために研究をしています。
大学院終了後、日本の田舎で働いて、果実の栽培について勉強したいです。また日本農
業での高い技術を身につけたいです。この技術を持ち帰って、自分の国で新鮮な果実を
栽培できることを目標としています。
皆様のおかげで、奨学金を頂きました。私にとって、勉強と生活にとても役立ちます。
その上、いろいろな文化交流イベントとボランティア活動にも参加でき、心より感謝申
し上げます。
1975 年にベトナムのホーチミン市でロータリークラブが７つありました。しかし戦争後
なくなりました。関西地区のロータリークラブから様々な応援をして頂き、すごく感謝
いたします。機会があれば奨学金を頂いたベトナム留学生を集めて、ベトナムでロータ
リークラブの活動を行いたいと考えています。
日本語がまだまだ下手なので、伝えきれないことがたくさんありますが、これから１年
間でお伝え出来たらいいと思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。

親睦活動委員会
親睦活動委員長 城岡陽志
「最終例会のご案内」
１．例会開催日時変更
６月１７日(金)の例会は、６月１８日(土) 午後５時３０分～
南海グリル 天兆閣別館「ローズ」に変更
２．最終例会・親睦家族会
夏が間近に感じられる時期となりましたが、皆様には益々ご清栄のことと
お慶び申し上げます。さて、本年度最終例会及び親睦家族会を下記の通り開催
いたします。
どうぞお誘いあわせの上ご参加下さいますようにお願いかたがたご案内致しま
す。
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記
日時：平成２８年６月１８日（土）
受付 午後５時

開会 午後５時３０分

場所：南海グリル 天兆閣別館「ローズ」
参加者：会員・ご家族・ファミリー会員
登録料：会員１０，０００円
家族８，０００円 小学生以下 無料
☆出欠は６月３日（金）例会時までにお返事下さいませ。
☆集金は６月１０日(金)よりさせて頂きます。

歩こう会
代表世話人 中川 澄
「第１１回堺国際ツーデーマーチ」～参加者募集のご案内～
平素は何かとお世話になり誠にありがとうございます。
堺北ロータリークラブ歩こう会の恒例行事ともいうべき堺国際ツーデーマーチの季
節がやってまいりました。今年は６月５日（日）の１０㎞コースを皆様と歩きたい
と考えております。ご家族、ご友人お誘い合わせの上、ご参加下さい。
記
日

時：平成２８年６月５日（日）

集合場所：大仙公園催し広場
集合時刻：午前９時 0（午前９時１５分出発式、午前９時３０分出発）
今年は、事前申込みをいたしませんので、当日現地にて各自受付して頂きますよう
お願い致します。参加費は、１，０００円で、現地で受付の時にお支払い下さい。

ＳＡＡ報告
山中喜八郎会員 猿田さん久しぶりです。今回遠方まで御苦労様でした。
中田 学会員 グエン・ティ・パンガーさん１年間頑張って下さい。
塩見 守会員 米山奨学生のグエン・ティ・パンガー様これから仲良くして下さい。星
山様、グエン・ホン・ニュン様ごゆっくりお過ごし下さい。猿田様ご無
沙汰しております。
嶽盛和三会員 本日遅まきながら会員増強委員会を開催致します。会員の皆様方出席宜
しくお願い致します。
畑中一辰会員 ご無沙汰しております。
合計 １６，０００円

-5-

幹事報告
（１）本日の配布物 週報

時間

（２）幹事報告
・次週 5/20 次年度のためのアッセンブリです。各委員長へは、フォーマット
を送付済みです。ご確認の上事務局へ提出お願いします。

そ の 他
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、
計１２名中８名出席により成立
日 時

２０１６年５月１３日（金）例会後

場 所

「南海グリル天兆閣別館「ローズ」
」

議 案
・堺アートグランプリより協力のお願い -承認
・仁徳天皇陵案内板の件
①保険更新 30,000 を 9RC で分割 -承認
②案内板改訂の費用 約 600,000 を各クラブで分割または、人頭割りにするか。
-人頭割りで承認
③従来表示の 11RC→9RC に更新
※フェニックス、フラワーには申し出しない。 -承認
④パンフレットは、堺市にて更新される。-承認
・第 86 回 互輪会会計報告の件（堺 RC）
※別紙参照

-承認

・ノンケームＲＣからの協賛の件
期限に間に合わないため塩谷氏にお断り連絡済
・スリオンＲＣからの協賛の件 経過を見て対応
・堺南ＲＣ紙飛行機 協賛の件
協賛金 1 万円 お手伝い -承認
・その他
那須会員の池上彰講演会に後援 -承認
堺９ＲＣ連絡会
4 月度堺９ＲＣ連絡会議事録
日時：平成 28 年４月１４日（木）１４：３０～
場所：ホテル・アゴーラ リージェンシー堺６Ｆ
ホスト：堺ロータリークラブ
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議 案
1.堺アートグランプリより協力のお願い
堺 9RC の共同事業として申し合わせ事項であるのでその年度のホストクラブが担当し
負担金（寄付金）20000 円についても次回よりホストクラブにてご検討頂きたいとの
事。
各クラブ理事役員会にてにて検討し、次回連絡会にて返答する。
なお、泉谷事務局長は定年退職の為次年度は青木指導主事が本件を担当する。
2.仁徳天皇陵案内板の件（堺ＲＣ）
①案内板書換負担金は人頭割とする案を基に各クラブ検討の上、次回連絡会に返答す
る。
（連絡会後、堺市より別紙見積もりが届きましたので添付致します）
②その節案内写真板の下にある堺１４ロータリー名を堺９ロータリー名に書き換え
る。
（連絡会後、堺 RC より見積もりを取りましたので添付致します）
③保険料には変更がないことを確認。共同事業
としての申し合わせにより保険料 3 万円を９クラブにて負担することを再確認。
後日世話クラブより金額の連絡をする。
３．第８６回互輪会会計報告の件（堺ＲＣ）
互輪会へのご協力のお礼と収支報告
<次回連絡会>
開催日時：５月１６日（月）１４：３０～
場

所：ホテル・アゴーラリージェンシー堺３Ｆ「蘭の間」

ホ ス ト：堺南ロータリークラブ

今週の歌
「こいのぼり」
やねよりたかい こいのぼり
おおきいまごいは おとおさん
ちいさいひごいは こどもたち
おもしろそうに およいでる
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広報さかい ５月号
号

春の仁徳清掃活動「仁徳陵をまもり隊」活動の様子が掲載されました。
当クラブ会員のお孫さんたちの清掃風景が掲載されています。
広報さかい ５月号一部抜粋

ハイライト米山 194 号 5 月 13 日 発行
寄付金速報 残り２カ月もよろしくお願いします
4 月までの寄付金は前年同期と比べ 4.6％増、約 5,700 万円の増加です。
普通寄付金が 0.8％増、特別寄付金が 6.4％増となりました。今月は大口寄付金を多くいただい
たことにより、今期累計で 13 億円に到達することができました。
皆様からのご支援に深く感謝申し上げます。本年度も残り 2 カ月弱となりました。普通寄付金
をまだお送りいただいていないクラブがありましたら、お早目にご送金くださいますようよろ
しくお願い申し上げます。
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