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本日の例会
2018 年 1 月 19 日(金)第 1781 回

時間

卓

話「障がい者従業員たちが自ら企画を立て、

過去例会
2018 年 1 月 11 日(木)第 1780 回
例会変更 及び 新春合同例会
於いて、ホテルアゴーラリージェンシー堺
＜1 月 11 日(木)の出席報告＞
会 員 数
31 名
出席会員
13 名
欠席会員
18 名
ゲスト
0名
ビジター
0名
10 月 27 日(金)の出席率
100.00％

どのようにして会社全体を巻き込む形に
まで発展させたか？」
卓話者

2002-03 年度元財団奨学生

野口 万里子様

今週の歌「君が代」
「奉仕の理想」
「バースデーソング」

2018 年 1 月 3 日(水)第 1779 回
特別例会「開口神社参拝」

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

＜1 月 3 日(水)の出席報告＞
会 員 数
31 名
出席会員
19 名
欠席会員
12 名
ゲスト
1名
ビジター
0名
10 月 20 日(金)の出席率
90.32％

〇会員・奥様誕生祝い（１月度）
木畑 清会員( 2 日) 塩見

守会員(11 日)

奥野圭作会員(17 日) 綿谷伸一会員(17 日)
宇瀬さゆみ様(13 日) 中田のり江様(17 日)
田口美保子様(19 日)
〇結婚記念祝い（１月度）
國井 豊会員(15 日) 池永隆昭会員(22 日)
小西幹夫会員(23 日)

2017 年 12 月 16 日(土)第 1778 回
例会変更 及び 忘年家族例会
受付１７時～ 開会１７時３０分～
於いて、咲蔵（さくら）

次週の例会

＜12 月 16 日(土)の出席報告＞
会 員 数
31 名
出席会員
22 名
欠席会員
9名
奥様・御家族・その他
31 名
ビジター
0名
10 月 13 日(金)の出席率
90.32％

2018 年 1 月 26 日(金)第 1782 回
卓

時間

話 「堺時代のオダサク～織田作之助～」

卓話者 井渓

明様

紹介者 堀畑 好秀 会員

2017-18 年度 国際ロータリーのテーマ

「ロータリー：変化をもたらす」
国際ロータリー会長 イアン・ライズリー（オーストラリア・SandringhamRC）
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2017 年 12 月 8 日(金)第 1777 回
卓 話 「上半期を顧みて」
卓話者 会長 辰 正博
今週の歌 「タイ国歌」
「君が代」
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（12 月度）該当者なし
＜12 月 1 日(金)の出席報告＞
会員数
31 名
出席会員
18 名
欠席会員
13 名
ゲスト
2名
ビジター
0名
10 月 6 日(金)の出席率
90.32％

卓

話（12.8）
「上半期を顧みて」
会長 辰 正博

７月２９日のビアパーティーから始まり、９月２９日のガバナー公式訪問、１０月１３
日のファイヤーサイドミーティング、１１月５日の地区大会、１１月１９日の第７回の
子ども囲碁フェスタと、各委員長・委員の皆様のおかげで無事に行う事が出来ました。
感謝申し上げます。
来週は１２月１６日の忘年家族例会、そして来年１月１１日の新春合同例会とこれから
の下半期もメンバーの皆様のご協力のもとで、楽しく有意義のあるように行いたいと思
います。
本日はタイより友好クラブの方々にお越しいただいておりますので、簡単ではございま
すが、
「上半期を顧みて」とさせて頂きます。

会長の時間（12.16）
会長 辰 正博
本日は、忘年家族会に会員や家族の皆様に多数のご参加を頂きまして有難うございま
す。
今年もあと２週間ほどとなりましたが、最近は特に気温が低い日が多くなってきていま
すので、風邪などひかれないように新年を健康に迎えることが出来ますようにお気を付
け下さい。
上半期の行事では各委員会、会員、事務局の皆様のご協力で無事に開催する事ができま
した。
今日のイベントでは私もサンタさんに変身しますので、インスタ映えするような写真の
撮影をよろしくお願いします。
上半期も楽しく内容の充実した例会が出来ますように頑張りますので、皆様方にはこれ
からも変わらぬご協力をよろしくお願いします。
今の時期、御堂筋のイルミネーションみたいには行きませんが、堺も役所前から堺駅ま
での通りにイルミネーションをしています。
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特に今年、イルミネーションの総合演出には東京駅の３Ｄプロジェクションマッピング
や、ＮＨＫの大河ドラマの軍師黒田勘兵衛のタイトルバックの演出をした堺市出身の大
阪芸術大学客員教授の村松さんが演出した「桜」をテーマにしたイルミネーションがい
ろいろ行われているので１度見物でもして楽しんで下さい。
来年１月３日水曜日は開口神社の参拝を行いますので、皆様のご参加をよろしくお願い
します。

委員会報告
親睦活動委員会
「忘年家族例会」開催
親睦活動委員長 坂田兼則
平成２９年１２月１６日に「忘年家族例会」を堺区中瓦町の「咲蔵」にて、午後 5：
30 より開催致しました。
今年は近場で開催しようと思い、宇瀬会員のお手配により山田名誉会員のご紹介で日本
料理・韓国料理の「咲蔵」で開催いたしましたが、何分会場が狭く参加の皆様には窮屈
な思いをかけたにも関わらず総勢５３名という参加を頂き、感謝する次第です。
午後 5：00 からの受付で、5：30 に第一部の例会を中川 SAA の進行で開催、午後
6：00 には第二部の親睦家族会が始まりました。
藤永親睦副委員長の司会で進行し、例年のとおり今年もガールスカウト大阪府第１５
団の子どもたちのアトラクションが始まり、その中では子供達から会場の皆様へのクリ
スマスにちなんだ〇×問題が１０問近く出され、これが中々難問で全問正解者は出ませ
んでした。
6：20 ごろになり、堀畑会員の音頭で乾杯、会食となりました。
7：00 前には、元清陵ロータリークラブの吉田さん率いる「ダンブリングフェローズ」
による演奏が始まり、その中では今回の「忘年家族例会」を準備してくれました宇瀬会
員・綿谷会員の歌の披露もありました。
次には恒例の辰会長による「サンタクロースがやってくる」で、参加してくれました
子どもたちへのお土産をお渡しいたしました。
8：00 過ぎには、澤井会長エレクトの閉会の挨拶、最後に綿谷会員のリードで恒例の
「手に手つないで」にて楽しい忘年家族会を終了いたしました。
ご参加いただきました会員・会員家族の皆様並びにいつも縁の下から支えてくれている
事務局のお二人、又協力いただきました親睦活動委員の皆様には感謝申し上げます。準
備いただきました宇瀬会員・綿谷会員又、特に國井会員には受付もしていただきました
し、米澤会員にはいつも記念写真を撮っていただいております。有難うございました。
ロータリー財団委員会
「ロータリー財団特別寄付の御礼」
ロータリー財団委員長 山中喜八郎
１２月の例会でお願いさせて頂きました「ロータリー財団特別寄付及びポリオプラス寄
付」にご協力いただき誠に有難うございました。また、堀畑会員のお庭で取れた柿を皆
様にプレゼントさせて頂きました。堀畑会員のご協力に感謝申し上げます。
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前年度 2016-17 年度のロータリー財団寄付認証バナーが届きましたので、週報に掲載い
たします。

広報委員会
「2018 年お正月 開口神社参拝」
広報委員 池田茂雄
今年も、恒例となっております「新年特別例会」として、1 月 3 日（水）に三上尚嘉
当クラブ会員が宮司をつとめる開口神社に参拝いたしました。
午前 10 時 30 分より、ご祈祷していただき、今年が素晴らしい年となりますよう、そ
して、堺北ロータリークラブの更なる発展と、会員並びにご家族皆さまのご健勝をお祈
りしてまいりました。
今年のお正月は、例年よりも寒さの厳しい中でのひと時でしたが、新年の挨拶をかわ
しながらの元気な初顔合わせとなりました。
ご祈祷のあと、参加者全員で記念写真を撮り、すぐ近くにありますレストランにて楽し
いひと時を過ごしました。
皆さまにとりまして、今年が輝かしい年となり
ますよう、ご祈念申し上げます。

社会奉仕委員会
「ガールスカウト第１５団 新年会報告」
社会奉仕委員長 塩見 守
平成３０年１月７日（日）１４時から熊野会館にて、ガールスカウト第１５団の新年会
に中田会員と坂田会員と私の３名で参加させていただきました。まず始めに全員でゲー
ムをして楽しみました。それから恒例のお餅つきが始まりました。中田会員の慣れた餅
さばきというのでしょうか、すごく上手で子ども達も喜んで餅つきをしていました。出
来上がった餅をきなこ、あんこ、醤油、海苔、大根おろしポン酢などでおいしくいただ
きました。やっぱり、つきたてのお餅は最高においしかったです。
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今年は堺北ＲＣからの参加が少なかったので、来年はたくさんでお餅つきをしたいです。
その他
「新春合同例会」
幹事 池永隆昭
新春合同例会の御礼状が届きましたので、掲載いたします。

新春の候、会員皆様におかれましては、ますますご清祥の御事とお慶び申し上げます。
平素は、種々ご高配を賜り有難うございます。
さて、昨日の堺９ロータリークラブ新春合同例会並びに新春互礼会に際しましては、多くの会員
皆様にご出席を賜りまして誠にありがとうございました。
お陰さまで盛会裡に終えることが出来安堵致しております。
当日は、何かと不行き届きな点も多々有りました事と存じますが、どうぞご寛容をもちまして
ご容赦下さいますようお願い申し上げます。
貴クラブの会員皆様にもよろしくご鳳声の程お願い申し上げます。
まずは取り急ぎ御礼申し上げます。

堺９ＲＣ「手にてつないで」

ＳＡＡ(12.8)
松岡 史子様 今年も１年楽しい行事に参加させて頂き有難うございました。
辰 正博会員 ようこそノンケームＲＣの皆様方大阪を楽しんで下さい。
城岡陽志会員 先日の北側会員の当選祝賀会には多数の参加を有難うございました。
準備をしてくれた綿谷会員・中田会員有難う。ただし、辰会長は欠席で
したが。北側私設秘書城岡。
中田 学会員 ノンケームＲＣ塩谷様ようこそ堺北ＲＣへ。
澤井久和会員 本日寒いので、暑い所に行ってきます！アロハ！
嶽盛和三会員 タイから来日ノンケームＲＣ・ロイエッツＲＣのロータリアンの皆様
ようこそおいで下さいました。今晩も宜しくお願いします。
塩見 守会員 ノンケームＲＣ・ポラナラＲＣ・ラッパオＲＣの皆様ようこそお越し
下さいました。ごゆっくりお過ごしください。
平野祥之会員 ノンケームＲＣの皆様、ようこそお越し下さいました。夜の懇親会まで
お楽しみ下さいませ。有難うございます。
合計
３１，０００円
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ＳＡＡ(12.16)
辰 正博会員 会員御家族の皆様本日はありがとうございます。忘年家族例会楽しん
で下さい。
那須宗弘会員 辰会長始め役員の皆様上半期御苦労様でした。残り上半期もう少し頑
張って下さい。
北側一雄会員 この一年、たいへんにお世話になり、誠に有難うございました。
今年は寒くなりそうですね。お身体御自愛ください。
城岡陽志会員 今年も仲良く遊んでくれてありがとう。今年もいろいろありましたが、
認知症で忘れました。
中田 学会員 辰会長、半期終わりましたね。御苦労様です。メリークリスマス！
米澤邦明会員 今年もあとわずか。ニコニコ！
嶽盛和三会員 家族共々お世話になります。
奥野圭作会員 親睦委員会の皆様、大変お世話になります。
合計
２９，０００円

-6-

