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前回の例会 

2016年 6月 3日(金)第 1710回 

「第４回クラブアッセンブリー」 

今年度委員会委員長 

今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」 

     「バースディーソング」 

お客様の紹介  

寺西様（堺ＲＣ） 

米山奨学生 グエン・ティ・パンガー様 

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(６月度) 

 笹山悦夫会員(5日) 泉谷順子様(9日) 

〇結婚記念祝い（６月度） 

 木畑 清会員(1日) 辰正博会員(3日) 

 坂田兼則会員(4日) 
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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：池田茂雄 

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 6月 10日 第 1710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 6月 10日(金)第 1711回 

卓  話  「会長退任の挨拶」 

卓話者  会長 坂田 兼則 

今週の歌 「R-O-T-A-R-Y」 

     「川の流れのように」 

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（６月度） 

 該当者なし 

 

 

 
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 

 

次週の例会 

 

時間 

 

2016年 6月 18日(土)第 1712回 

例会変更 及び 最終例会 

受付 17：00～ 開会 17：30～ 

於：南海グリル天兆閣別館「ローズ」 

 

＜６月３日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           31名 

出席会員           19名 

欠席会員             12名 

ビジター           1名 

ゲスト                      1名 

4月 22日(金)の出席率    74.19％ 

http://www.sakai-kita.jp/
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会長 坂田会長 

本日を持ちまして、会長の時間のお話は最後になります。 

先週の例会時の幹事報告で、藤永幹事からも報告があったと思いますが、先週の５月

２５日に藤永幹事と共に新井会員さんのお見舞いに行ってまいりました。新井さんはベ

ッドに座っておられ、少しやせていましたが意識もはっきりしており、食事もされてい

るようでした。奥さんは４月の初めから毎日来ておられるそうです。だいぶお疲れだと

は思いましたが、明るい笑顔をみせていただきました。新井さんももう少しすれば本格

的なリハビリが行えるとのことでした。 

さて、平成２７年７月３日（金）に会長就任の挨拶をさせていただき、早いもので来週

には、会長退任の挨拶になります。本日は今年度の集大成のクラブアッセンブリーで、

各委員会、同好会の事業報告の発表となります。 

 各委員会・同好会の委員さんには、この一年間大変有難うございました。 

それではこのあとのクラブアッセンブリーをよろしくお願いしまして、会長の時間を終

わらせていただきます。 

 

 

 

会員増強委員会 

委 員 長 嶽盛 和三 

副委員長 山中 喜八郎 

委  員 城岡・堀畑・宇瀬・塩見・那須 

〇活動報告 

2015年8月7日(金) 

会員増強月間の卓話の時間に各会員より意見をいただく。堺ＲＣ会員、前ガバナー補佐

中田佐和彦氏より会員増強について話していただいた。 

2016年5月13日(金) 

会員増強委員会を開催し、新入会員候補者について理事会・会員の承認手続きをし、次

年度 7月1日入会予定の確認を行う。 

今期の入会はありませんでしたが、来期一人の入会は確実です。 

 

親睦活動委員会 

委 員 長 城岡 陽志 

副委員長 中川 澄 

委  員 中田・塩見・藤永・畑中・池永 

平野・奥野・笹山・澤井・宇瀬 

米澤・小西・木畑・那須・濵口  

〇活動報告 

７月  ビア・パーティ 

９月  ３５周年事業のサポート 

１１月 囲碁フェスタのサポート 

１２月 クリスマス家族例会 

２月  グルメ会と共催 

３月  チャンコ夜間例会  ・ 歌舞伎観劇 

６月  最終例会         例年に続く盛り沢山の親睦行事を実施しました。 

会長の時間 

時間 

 

第４回クラブアッセンブリー 
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広報委員会 

委 員 長 山ノ内 修一 

副委員長 木畑 清 

委  員 池田・米澤・笹山・平野  

〇活動報告 

(１)クラブの活動状況を、週報を通じてクラブ会員へ情報伝達し、また他クラブ・外部  

への情報発信を行なうとともに、記録の保存に努めた。 

(２)例会時および各種行事における写真の記録・保存を行ないました。米澤委員にお世   

話になりました。 

(３)クラブ週報のマンネリ化打開のため、雑学クイズを掲載しました。この面でも米澤

委員にお世話になりました。 

(４)「ロータリーの友」の記事紹介を各月担当者により行ないました。 

(５)堺北ＲＣホームページの更新・維持管理の面では池田委員に大変お世話になりまし

た。詳細については、池田委員から報告していただきます。 

（６）堺北ＲＣホームページの更新及び維持管理について(池田茂雄委員) 

①この一年間、当クラブの活動状況を全体的に見渡しながら、追加又は改良個所を 

指摘し、できるだけ現状にマッチしたホームページの内容となるよう努めてま 

いりました。例えば、今年は例会場等変更にともなう 

内容の更新などＰＲに努めました。 

   ②毎月の更新 

    ・毎週発行の週報を一般ページへ掲載 

    ・例会出欠状況の会員別記録 

    ・ニコニコ箱への会員別寄付金の記録 

    ・当クラブ毎月の会計報告(予算との対比等) 

   ③必要に応じ随時更新 

    ・クラブの特別行事をニュースとして掲載 

    ・財団、米山、堺北募金の会員別寄付金の記録 

    ・必要に応じての会員名簿の更新 

・会員専用ページを必要に応じて更新 

   ④毎年、年度初めの更新は大変な作業 

    ・ホームページ全般について、変更事項のチェック 

    ・年間行事予定表 

    ・卓話者の予定表 

    ・役員委員会表 

    ・会員専用ページの会員別枠組み表など 

   ⑤「子ども囲碁フェスタ・堺」のホームページを立ち上げました。インターネッ   

    トによる参加申し込みができるようになりました。ご期待ください。 

⑥ホームページの役割は、クラブ内部及び外部に向けての広報でありますが、 

同時にクラブの活動状況を記録として保存するための「データ保存用倉庫」と     

しての役割が大きいことであります。又、クラブのイメージアップにも効果が    

大きいのではないでしょうか。 

    委員の資格は、「出来る・出来ない」ではなく、「やってやろう」という人にや   

ってもらうことです。「やってやろう」という人がいなければ、ホームページ

は更新ができなくなり、やがては魅力のないものになってしまいます。そうな

らないよう会員の皆さま、宜しくお願いします。 
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出席委員会 

委 員 長 徳田 稔 

副委員長 山中 喜八郎 

委  員 國井・奥野 

〇活動報告 

①ホームクラブの例会出席率を高める為に務めました。 

②どうしても出席出来ない人にはメイクアップを勧め、他クラブの例会変更日等を FAX

等で知らせしました。 

③クラブ行事等には全会員にお知らせを行い出席を促しました。 

④長期例会欠席者との連絡を密にし、例会出席、メイクアップ等を勧めました。 

⑤皆出席者には年数別バッチを、最終例会に於いては会長賞を贈呈する予定です。 

 

職業奉仕委員会 

委 員 長 中川 澄 

副委員長 辰 正博 

委  員 山中・澤井・山崎 

〇活動報告 

 平成２８年４月１７日(日)、奥野圭作会員のご協力を得て、香道泉山御流南大阪支部

長栖瑲庵神垣裕香先生を講師としてお招きし、奥野晴明堂ホールにて香道体験会を開

催。会員、家族、友人等１４名の参加を得た。 

 

社会奉仕委員会 

委 員 長 塩見 守 

副委員長 中田 学 

委  員 宇瀬・嶽盛・辰 

〇活動報告 

(１)平成27年8月29日（土） 

那須会員の協力で祥雲時にて、児童養護施設 清心寮の子ども達の夏期研修会を開 

催。清心寮の子ども達5名と引率の先生 2名、会員5名参加。 

(２)平成27年9月18日（金）「秋の全国交通安全運動」街頭キャンペーンに参加。 

会員10名参加。 

(３)平成27年11月1日（日）仁徳陵をまもり隊として「仁徳天皇陵古墳の清掃ボラン  

ティア活動」に参加。会員16名、会員家族とファミリー会員 6名、ガールスカウ 

ト8名参加。 

(４)平成27年11月3日（火）児童養護施設 清心寮の子ども達とのふれあいバーベキ  

ュー大会を開催。清心寮の子ども達 9名と引率の先生3名、会員12名、会員家族

とファミリー会員2名、米山奨学生、事務局員が参加。 

(５)平成27年11月15日（日）第 5回子ども囲碁フェスタ・堺に協力 

(６)平成28年1月10日（日）ガールスカウト第 15団新年会に参加 

会員と会員奥様7名参加 

(７)平成28年4月6日（水）「春の全国交通安全運動」街頭キャンペーンに参加。 

会員10名参加。 

(８)薬物禁止活動ダメ・ゼッタイ募金を毎月開催。 
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新世代委員会 

委 員 長 澤井 久和 

副委員長 藤永 誉 

委  員 平野 

〇活動報告 

 地区ライラ委員として今年度、地区ライラセミナーに向けて、地区ライラ委員会に８

回出席し、2016年4月29日～4月30日河内長野市滝畑ふるさと文化財の森センターに

於いて、セミナー生、ロータリアン、ライラ委員含め、約 100名で実施致しました。 

テーマは「自立心」内容としましては 

１日目 卓話（石倉保彦地区代表幹事）滝畑ダムの見学・ハイキング・ボランティアの

方による紙芝居（滝畑の歴史等）バーベキュー、キャンプファイヤー 

２日目 中尾直史氏による講演 

グループ討論会及びグループごとで発表会、最後には全員1分間スピーチ。 

 

感想としまして、毎年考えさせられるのは若者達の柔軟性のすごい所です。将来のロー

タリアンになって頂きたいものです。あと、ロータリアンの親睦を深めなければいけな

いと思いました。 

 

国際奉仕委員会 

委 員 長 澤井 久和 

副委員長 宇瀬 治夫 

委  員 嶽盛・泉谷・池永・小西 

〇活動報告 

国際奉仕委員会としましては、本年度も「タイ国内の小学校３校に浄水器寄贈プログ

ラム」を実施いたしました。 

参加者 ロイエットRC10名・ノンケーム RC4名・ブンクム RC1名(中村)・堺北RC6名 

計21名 

 

２月８日（月） 

１校目 ９：１０～１０：３５ 

バーンノンプー小学校、生徒数１２４名ロイエット RC・ノンケームRCは浄水

器寄贈のお手伝い、ノンケームより子ども達へ奨学金、運動用具、ロイエット

よりお菓子と本の贈呈されました。 

２校目 １１：１０～１１：４５  

バーンソンチャン小学校 生徒数１３４名 

３校目 １２：３０～１３：００  

サポントーン小学校 生徒数１４８名 

といった様に、３校周り贈呈式を行いました。また、ノンケームＲＣ例会にも    

出席しました。 

ノンケームＲＣと友好クラブを締結しました。 
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ロータリー財団委員会 

委 員 長 山中 喜八郎 

副委員長 新井 茂文 

委  員 三上・山崎・濵口 

〇活動報告 

各ロータリアンの皆様に、より深く財団事業を理解して頂くことで、財団寄付の有効

活用が理解され、その事が自発的な寄付の増進につながると思っています。その為にに

過去３回のアッセンブリー＋財団セミナーを通じて、財団の事をしつこい様に、皆様に

はご説明申し上げて来ました。あまりご理解頂いていない様にも思います。中田エレク

トさんからは、財団を３年やる様にとのご指示がありましたので、しつこくしつこく来

年もやらせて頂きます。ロータリー財団の活動には、大きく分けると「人道的プログラ

ム」「教育プログラム」「文化交流プログラム」と３つあります。どのプログラムも国際

理解と世界平和に大きく貢献しています。あらゆる機会を通じて、財団事業の広報を行

い、クラブ内にロータリー財団へのより深いご理解をいただきたいと思います。 

今年度も春・秋の財団ご寄附有難うございました。 

 

米山奨学委員会 

委 員 長 小西 幹夫  

副委員長 澤井 久和 

委  員 北側・米澤（カウンセラー） 

〇活動報告 

米山奨学事業発展のため、今年度も会員様１人につき、１万円の寄付金をお願いしまし

た。 

今年度は、ソ・ミンジ様を受け入れクラブの活動に参加しました。 

2016年4月からはベトナムのグェン・ティ・パンガー様を受け入れることになりまし

た。まだ日本語が分かりにくいので、皆様の協力を宜しくお願いします。 

  

Ｓ Ａ Ａ 

委 員 長 池永 隆昭 

副委員長 畑中 一辰 

〇活動報告 

会長、幹事のもと先輩諸氏を見習い 恙無い議事進行に努めてまいりました。１年間皆

様にご協力頂き有難うございました。 

 

会計 

委員長 池田茂雄 

〇活動報告  

 (1)当クラブには、「一般会計の部」・「ニコニコ会計の部」・「堺北基金特別会計の部」・ 

「記念行事特別会計の部」・「囲碁フェスタ特別会計の部」の５会計部門がありま

す。預金残高は最高時には「2,500万円」あまり、年間支出額は「1,500万円」あ

まりあり、重要なポストとなっております。各部門ごとの預金管理を事務 

局とともに行いました。 

(2) 前項のうち、「一般会計の部」と「ニコニコ会計の部」については、毎月の会計報

告を翌月中に当クラブホームページ「会員専用ページ」にアップし、各委員会ごと

の予算執行状況を確認していただけるよう努めました。 

  このように、当クラブの会計は、常にオープンにしております。 
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(3) 当クラブの預金並びに什器備品の保存管理は会計にありと定められており、事務局    

とともにその管理に努めました。 

 

３５周年事業実行委員会 

委 員 長 堀畑 好秀 

副委員長 中田 学 

委  員 池田・宇瀬・嶽盛・藤永・畑中 

小西・池永・笹山・塩見・中川 

山ノ内 

〇活動報告 

2015-2016年35周年を迎えるに当たり 10周年期ごとの外に向けた周年事業ではなく、

内部の交流と親睦を考え、思い出に残る事業と考えた。 

①北海道(洞爺湖)登別温泉にて、35周年記念例会 式典を開催。参加者数 57名。 

9月26日 

8：00 関空出発‐9.55新千歳空港着 

12：00 洞爺湖有珠山ウィンザーホテルにて 

昼食‐16：00登別温泉到着 

9月27日 例会式典開催 

白老アイヌ民族博物館 －札幌市内 

見学－サッポロ園昼食－小樽－新千歳空港より帰阪 

今回の 35周年記念旅行を通じ、御家族の皆様、会員の会社の皆様と触れ合いう事が

でき、ロータリーの絆と理解を深めて頂いたと思います。 

②チャリティ堺北ロータリー35周年記念大会 

10月31日 天野山C.C 69名参加 

③上記チャリティーゴルフで集まった寄付金を 

清心寮 奨学基金へ 300,000円を寄付させていただきました。 

 

写真同好会 

代表世話人 米澤邦明 

世 話 人 藤永  

〇活動報告 

各委員会行事に参加し、写真及びビデオでの記録をしました。 

御入用があれば、私までお声がけ下さい。 

 

ゴルフ同好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 中田・畑中 

〇活動報告 

・第 86回北輪会開催 平成28年4月16日（土）天野山カントリークラブにて 

 ご参加 22名 優勝 田口様 

・35周年記念ゴルフコンペのお手伝い 

 

歩こう会 

代表世話人 中川 澄 

世 話 人 山ノ内・澤井 

〇活動報告 
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① 平成２８年１月１０日（日） 

ＪＲ大阪環状線一周ウオークに参加。歩行距離１３㎞（半周）又は２７㎞（一周） 

② 平成２８年３月１２日（土）青山大会に参加。歩行距離約６３㎞ 

③ 平成２８年６月４日（土）、５日（日）堺国際ツーデーマーチ参加（予定） 

１日目歩行距離３５㎞、２日目歩行距離１０㎞ 

 

グルメの会 

代表世話人 小西 幹夫 

世 話 人 木畑 

〇活動報告 

平成 28年2月13日(土)親睦委員会合同で木畑会員の協力により、天然ふぐの鍋を楽し

む会を、かき豊中店にて開催しました。 

 

囲碁同好会 

代表世話人 宇瀬 治夫 

世 話 人 池田 茂雄 

〇活動方針 

(1) 事務局に「19路盤・13路盤・9路盤」を備え付けており、例会前又は例会後に僅

かでも時間を作って頂き、会員の皆さんに囲碁を身近に感じてもらうべく努めました

が、残念ながら実現しないまま、一年が終ってしまいました。 

(2) 囲碁は脳の活性化を通して老化防止には抜群の効果があるといわれております。

又、「年齢・性別・国境を超え・見知らぬ人でも・言葉が通じなくても」、囲碁を楽しむ

ことができるコミュニケーション広場なのです。趣味の一つとして、又、老後の余暇利

用としては最高のゲームなのです。 

 

落語愛好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 奥野 

〇活動報告 

毎月第４日曜日に奥野会員の奥野清明堂ホールにて開催される「おたび寄席」にご案

内。今年は、あまり参加できませんでした。 

今後も会員の皆様に情報をお届けしてまいります。 

 

 

 

城岡陽志会員 新車が入りました。 

嶽盛和三会員 先月25日孫が誕生しました。娘の子(外孫)です。男の子です。 

合計 ８，０００円 

 

 

（１）本日の配布物 週報  

（２）幹事報告  

  ・本日、新旧合同理事会開催します。 

・堺南RC紙飛行機 お手伝い参加者募集  6/18（土） 5名 

   上記雨天延期の場合6/25（土） 1名 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

幹 事 報 告 

 

時間 

 

Ｓ Ａ Ａ 報 告 
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  ・高石ロータリークラブ 

   6月28日(火)→同日18時30分から「最終例会・親睦互礼会」に変更。 

於：南海グリル天兆閣別館4階 

 

 

 

第１２回 定例理事会（新旧合同） 

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 

2016-17年度理事会構成メンバー 

中田、辰、澤井、笹山、木畑、池田、山ノ内、塩見、藤永、池永、坂田、小西 

日 時  ２０１６年６月３日（金）例会後 

場 所  「南海グリル天兆閣別館「ローズ」」 

 

議 案   

・５月度堺９ＲＣ連絡会 ‐承認 

・新入会員について ‐承認（入会案内書に理事承認サイン） 

・「子ども囲碁フェスタ・堺」ＨＰレイアウトの件  

 囲碁準備委員会にて検討 

・来期予算(案)の件 ‐承認 

・堺南ＲＣ紙飛行機大会の件 

 協賛金 10,000円  承認 

 当日お手伝い 5名 延期（6/25）の場合1名 

・堺９ＲＣ合同例会の件 

 堺南 RC、堺清陵RCほか 4～5クラブで合同例会を計画 ‐承認 

・堺ユースサッカーフェスティバル協賛の件 

昨年の囲碁フェスタで協賛いただいた金額と同額  ‐承認 

・その他 

・熊本支援収支報告 承認 

・新入会員入会式にご家族出席 承認 

 ※次回理事会が 7/8となり予算承認後の会費請求となるため入会式は、7/15の予定 

 

堺９ＲＣ連絡会 

日時：5月16日(月)14：30～15：10   

場所：ホテルアゴーラリージェンシー堺 

＜議題＞ 

１．堺アートグランプリの件。（継続協議事項） 

ホストクラブが20,000円の負担をする。 

‐承認 

２．仁徳天皇陵の案内板の件（継続協議事項） 

  堺ＲＣが再度見積もりを取り、人頭割りで負担する。－承認 

 

次回連絡会（新旧合同） 

日時：6月11日（土）17：00～連絡会  18：00～懇談会 

場所：ホテルアゴーラリージェンシー堺 4Ｆ「ダイヤモンドルーム」 

そ  の  他 

 

時間 
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今週の歌   「川の流れのように」    美空ひばり 

知らず知らず 歩いて来た 細く長いこの道 振り返れば 遥か遠く 故郷が見える 

でこぼこ道や 曲がりくねった道 地図さえない それもまた 人生 

ああ 川の流れのように ゆるやかに いくつも時代は過ぎて 

ああ 川の流れのように とめどなく 空が黄昏に染まるだけ 

 

 

  

  

  

 

ハイライトよねやま 194 

熊本地震に学友からの支援が続  々

4 月14 日と16 日、熊本県熊本地方で震度7 を観測する大地震が発生しました。 

被害を受けた皆さま、今なお避難生活を余儀なくされている皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。 

第2720 地区（熊本・大分）米山記念奨学委員会は、同地区米山学友会と連携し、すぐに現役奨学生と学

友会メンバーの安否を確認して、全員と連絡を取ることができました。奨学生・学友の中には自宅が損壊

し、一時的に避難生活を送った人もいますが、現在は安全な場所に移っています。 

このニュースに米山学友が続々と支援に立ち上がりました。 

まだ余震がつづく20 日、米山学友のジギャン・クマル・タパさん（2008-09／横浜たまＲＣ） 

らは「ネパール大地震の恩返しをしたい」と、神奈川県から熊本市まで電車を乗り継ぎ、在日ネパール人

の皆さんとともにカレー炊き出しをしてくださいました。 

第2640 地区（和歌山・大阪）米山学友会では21 日、義援金30,000 円を第2720 地区「ロータリー熊

本地震総合支援室」へ送金してくださいました。 

中国米山学友会（上海）からは27 日、「かつてお世話になった日本のロータリーへ復興の手助けをした

い」と、学友たちが出し合った194,894 円が当会へ送金され、全額を当会から第2720 地区の上記支援室

へ送金しました。 

また24 日には、第2720 地区米山学友会が大分市内7 クラブ合同ロータリーデーにてバザーと募金活動

を行い、全額の156,945 円を熊本へ寄付しました。大分県のみなさんもまだ不安が続くなかでの活動で

す。同学友会の全紅女会長は、「みんなの温かい気持ちが熊本に届き、これからの復興に少しでも役に立つ

ことができれば……」と、祈りを込めて話してくださいました。皆さんのお気持ちに感謝いたします。 

公益財団法⼈ロータリー⽶⼭記念奨学会 2016 年5 ⽉13 ⽇発⾏ 

 


