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前回の例会 

2018年 6月 1日(金)第 1798回 

「第４回 クラブアッセンブリー」 

各委員会委員長 

今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」 

「バースデイソング」 

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（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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

 

2018年 6月 8日第 1798号 

 

2018年 6月 8日(金)第 1799回 

卓 話 「 会 長 退 任 挨 拶 」  

卓話者   会長 辰 正博 

今週の歌 「日も風も星も」 

「雨降りお月さん」 

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）  

那須宗弘会員（第１１回） 

 

 

 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） 

本日の例会 

 

時間 

 

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 

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 

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

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

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）  

ガバナー(第 2640地区)  ： 岡本 浩 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com/okamoto/  

        E-mail ： okamoto2640@athena.ocn.ne.jp 
会長：辰 正博  幹事：池永隆昭  広報委員長：中川 澄  編集者：嶽盛和三 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創 立  1980

年 10 月 8 日 

次回の例会 

 

時間 

 

2018年 6月 15日(金)第 1800回 

「 例会変更 及び  

2017-2018年度 最終例会 」  

於：南海グリル 東店３Ｆ  

受付 17：00～ 点鐘 17：30～ 

＜6月 1日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            20名 
欠席会員               8名 
ゲスト            0名 
ビジター           0名 
4 月 20日(金)の出席率     96.67％ 

 
＊2018 年 6 月 22 日（金） 

＊2018 年 6 月 29 日（金） 休会となります 
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 会長 辰 正博 

 

今週、国会で議論されていた働

き方改革関連法案が衆議院で可決 

されました。 

働き方改革とは一億総活躍社会の

実現に向けた取り組みの事で、 

残業時間の上限規制、有給休暇の

取得の義務化、同一労働同一賃金、従業員の健康

管理に関する情報提供、残業中の労働賃金の割り

増し猶予廃止、勤務時間中の休憩時間の確保、そ

して高賃金の人が対象になる組合と本人の了承の

元で行われる勤務時間にとらわれず働ける代わり

に残業代、休日手当の無くなる高度プロフェッシ

ョナル制度の創設などが主な概要となります。 

導入する際には日本の少子高齢化が進む中、５０

年後にも人口１億人を維持して誰もが活躍出来る

社会にして働く人の立場視点で取り組むと言われ

ています。 

労働者の主力は１５歳から６４歳までの人口が想

定されていますが、ベビーブームを発生する可能

性があった世代の時にバブルが起こり、その後、

長い期間就業に苦労したり、就業できても低賃金

の時代に入った事もあって家族を持たない、また

は持てない時代が一般化して、人口や労働ピラミ

ッドのバランスが乱れたことにより、労働人口が

想定以上に減少し、１００年後には日本の人口は

４５００万人減少すると言う研究結果も出ていま

す。このままでは国全体の生産力が低下し国力の

低下が避けられない状況となっています。 

それらの対応策として今回の法案を元に働き手を

増やす、労働生産性を上げる、出生率をあげる等

いつもと同じ事を言っていますが、それらの実行

は大変に困難な事ばかりです。 

労働生産性に関していつも主要国では日本が最下

位であると言われていますが、基本この数値は資

源のある国、金融取引の中心地、景気の悪いとき

に簡単に労働者を削減できたり、失業者の判定が

大雑把な国、また取引金額がドルベースで計算さ

れるので、為替の影響が大きい日本のような資源

輸入、製品輸出国の大きな国はどうしても低い数

値になるのであまり気にしないで良いと思いま

す。また出生率などに関しては、やはり賃金がネ

ックになると思いますが、一昔前は韓国、今は中

国などが急速に産業発展しており、それらの国と

競争を強いられる中では販売価格の低下は避けら

れず賃金もなかなか上昇しないので困難だと思わ

れます。 

そのために日本も他国に真似できない販売形態や

製品を開発する事や世界で規格策定のリーダーに

なるのが必要だと考えています。 

しかし、今の日本の会社は労働者の能力に対して

の対価があまりにも安く、有能な人々はすぐに他

国の企業などに引き抜かれています。 

この事からも今の日本の会社に必要なものは話が

うまい人や学歴だけで人を雇うのではなく、技術

のある人や独創性の豊かな人など適切な労働対価

への支払い制度の確立であり、そのような人々を 

他国に逃がさない会社の風土を作ることが大切だ

と思っています。 

この話は規模の小さな中小企業でも同じ話だと思

いますので、我々も会社の発展の為に努力してい

きたいと思います。 

 

 

  

  

会員増強委員会 

委 員 長 嶽盛和三 

副委員長 城岡陽志 

委   員 堀畑・山中・小西・平野・木畑・ 

泉谷・澤井・塩見・藤永・中川 

〇活動報告 

・2017年7月29日17：00～  

第1回会員増強委員会開催 

松下ＩＭＰビル フロアーＷ  

ＣＣ喫茶店にて 

・2017年8月4日 

会員増強フォーラム開催 

アンケートを実施し、会員の意識を確認 

・2017年10月27日 18：00～ 

第2回会員増強委員会開催「すし亭 幹」にて 

拡大例会の日程を検討 

・2018年2月2日 会員増強のための「拡大例

会」について卓話。特にお客様のお誘いについ

会長の時間 

第４回クラブアッセンブリー 
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て  

・2018年2月5日 18：00～ 

第3回会員増強委員会開催「すし亭 幹」にて 

拡大例会のスケジュール打合せ 

・2018年3月30日 18：00～「拡大例会」実施  

 参加者 会員25名 米山奨学生、事務局 

     お客様12名  総数40名 

 3月に入り藤永会員にはクラブ紹介のためのスラ

イドショーの作製を、2月より事務局にはお客様

への案内、とりまとめプログラムの作製などを

依頼させていただきました。 

 

親睦活動委員会 

委 員 長 坂田兼則 

副委員長 藤永 誉 

委  員 宇瀬・奥野・木畑・國井・小西・ 

笹山・澤井・塩見・城岡・田口・ 

嶽盛・中川・中田・那須・平野・ 

山中・米澤・綿谷 

〇下半期活動報告 

昨年、１２月１６日に忘年家族会  

を開催し、多数のご参加をいただ  

きましてありがとうございまし 

た。 

（1）今年下半期に入りましての  

親睦委員会の最初の活動は、３月に予定してお 

りましたフアイヤサイトミーテイングを、会員 

増強委員会の夜間拡大例会に変更し協力いたし 

ました。 

（2）そして、先日の５月１２日（土）に、中川親 

睦委員のお手配で、親睦家族旅行を、三重県賢 

島の「志摩観光ホテル ラ・メール ザ クラシ 

ック」での昼とし、「近鉄特急しまかぜ」にて豪 

華な日帰り旅行とし、会員家族総勢２３名で行 

ってまいりました。 

参加の皆様ありがとうございました。 

 

最後の親睦活動としまして、６月１５日（金）に

なりますが、５：００受付５：30開始で南海グリ

ル東館にて行いう最終例会になります。 

今年も色々なアトラクションを企画しております

ので、多数の皆様の参加をお待ちしております。 

 

 

広報委員会 

委 員 長 中川 澄 

委    員 米澤・嶽盛・池田 

〇活動報告 

 例会時や各種行事における写真 

の記録・保存については写真同 

好会に大変お世話になりまし 

た。この場を借りて御礼申し上 

げます。 

例会変更が重なると、ロータリーの友の紹介が 

できないこともありました。事前の準備不足 

で、皆様にご迷惑をおかけしました。 

 

ホームページ委員会  

委 員 長  池田茂雄 

副委員長  藤永 誉 

委    員  笹山・塩見 

〇 活動報告 

(1) 昨年８月、当クラブのホーム  

ページオープン以来12年ぶり  

に大幅なリニューアルによりイ 

メージアップを図りました。こ 

のことが予想をこえる大きな反  

響を呼びました。それ迄は１日に10件程度だっ 

たアクセスが、それ以降は毎日３～40件のアク 

セスとなり、現在もつづいております。嬉しい 

ことです。 

(2) ホームページを通して、当クラブ会員への情報 

発信をすると同時に、広く一般へ向けてロータ 

リーの活動状況を知っていただくべく活動して 

まいりました。また、ホームページの役割とし 

ては、このような広報活動のほか、当クラブの 

活動状況を記録として保存するための「電子デ 

ータ保存用倉庫」としての役割が非常に大きい 

ことであります。更には、堺北ロータリークラ 

ブの認知度の向上とイメージアップのためにも 

重要な活動であると考えながら、活動してまい 

りました。 

ホームページは、ウェーブサイトを通した情報 

発信であるため、掲載記事の内容や写真の掲載 

などについてはクレーム問題が発生しないよう 

慎重に対応してまいりました。 

(3) タイミングよく更新を行うことを心がけており 

ますが、次の６項目については常時更新に努め 
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てまいりました。 

① 毎週発行する週報の紹介 

② ブログ＆ニュース、その時々の活動報告など 

③ 例会出席、個人別の記録 

④ ニコニコ箱、個人別の記録 

⑤ 毎月の会計報告 

⑥ 入会退会等会員の個人情報の記録 

(4) 当クラブホームページの内容は、大別して50 

項目ありますが、前項以外の項目については、 

概ね、年度始めと、年度末にまとめて更新して 

まいりました。 

そのほか、独立したホームページとして「子ど

も囲碁フェスタ・堺」が別途に有りますが、昨

年11月、第７回の行事終了後、詳細な報告をホ

ームページ上にアップいたしました。また、「第

８回開催のご案内」をアップし広く一般に向け

てのＰＲにも努めてまいりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ↑クラブホームページをご活用ください！ 

 

出席委員会 

委 員 長 那須 宗弘 

副委員長 塩見  守 

委    員 國井・宇瀨・田口 

〇活動報告 

①ホームクラブの出席率を高め 

欠席者にはメイクアップを勧め

る為に例会変更のFAXを事務局

より送付。 

②出席率の悪い人、欠席者につい   

て２ヶ月に１度委員長の名前で週報を送付して 

います。 

③出席率を高めるため最終例会での表彰を設ける 

 標語を公募し、週報に掲載しました。 

各委員のご協力を頂き以上の様な活動が出来た 

事、ご報告致します。 

職業奉仕委員会 

委 員 長 藤永 誉 

副委員長 中川 澄  

委    員 城岡・那須・塩見 

〇活動報告 

 今年度委員長をさせていただ 

きましたが、活動ができてお  

りません。  

年度末ぎりぎりになりました  

が、次年度以降に繋がればと 

計画で発表させていただいた職業奉仕のアンケ 

ートを作成しましたので、ご協力よろしくお願 

いします。 

 

社会奉仕委員会 

委 員 長 塩見 守 

副委員長 中田 学 

委  員 三上・那須・奥野・藤永 

〇活動報告 

・平成29年7月19日（水） 

すし亭「幹」において、社会奉 

仕委員会、広報委員会、職業奉 

仕委員会での合同委員会を開催 

・平成29年8月27日（日） 

清心寮夏期研修を開催 

・平成29年9月21日（木）秋の交通安全運動に 

参加 

・平成29年11月12日（日）秋の仁徳清掃活動に 

参加 

・平成29年11月19日（日）第7回子ども囲碁フ  

ェスタ堺に参加・協賛 

・平成29年11月23日（木）有志にてＢＢＱ会を  

開催 

・平成30年1月7日（日）ガールスカウト第15 

団新年会に参加 

・平成30年3月17日（土）清心寮朝稽古見学・ 

ちゃんこ会を開催 

・平成30年3月11日（日）春の仁徳清掃活動に 

参加 

・毎月のダメ・ゼッタイ募金を開催 
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新世代委員会 

委 員 長 澤井久和 

委  員 池田 

〇下半期活動報告 

・2月 全国ライラ研修会（神戸 

 にて）参加 

・4月28日、29日、30日 

 淡輪海洋センターにて 

 2640地区ライラセミナー参加、    

協力 

・地区ライラ委員会 

 ガバナー事務所にて10回実施、出席 

 

国際奉仕委員会 

委 員 長 平野祥之 

副委員長 嶽盛和三 

委  員 泉谷・小西・澤井・宇瀨 

〇活動報告 

（1）7月14 日カンボジア スナー 

ダイ・クマエ孤児院の絵画展

（於：甲南大学 甲友会館）へ例会 

終了後、中田会員、池永会員、 

山中会員、嶽盛会員が参加。 

（2）３月１０日～タイ・ノンケームRCロイエッ 

ツRCと連携し、国際奉仕プログラムに参加しま 

した。 

今回も浄水器寄贈のため、３０万円をタイに送 

金し、浄水器設置１校と図書１校の贈呈を行い 

ました。 

参加：宇瀬会員・中田会員・那須会員・綿谷会 

員・池永会員・平野です。 

皆様、どうも有難うございました。 

（3）５月１１日ノンケーム RC より、塩谷様と  

礒部様がお見えになり、すし亭幹にて、交流会

を催しました。 

参加：泉谷会員、宇瀬会員、北側会員、 

小西会員、塩見会員、中田会員、那須会員、 

藤永会員、綿谷会員（元美原ＲＣの永富様） 

ご参加くださった皆さま、どうも有難うござい

ました。 

 

 

 

 

ロータリー財団委員会 

委 員 長 山中喜八郎 

副委員長 堀畑好秀 

委  員 濵口・嶽盛・塩見 

〇活動報告 

 今年も、皆様方と堀畑会員のお 

蔭で目標は100パーセント達成し 

ました。財団からの表彰も頂きま 

した。皆様のご協力に感謝いたし 

ます。 

何処かの会長さんが、ロータリー財団はクラブに

とって目に見えない存在だとおっしゃっていまし

た。財団は、私達クラブが毎週やっている事に

は、ほとんど直接かかわっていません。しかしク

ラブにとって、財団の存在が見えないのは、建物

の中に居る時に土台が見えないのと同じ事です。

見えないからと言ってクラブを支えていない訳で

はないのです。財団プログラムの中には、「世界か

らポリオをなくす」という壮大な目標を掲げ、世

界中のロータリアンとともに、あのビル・ゲーツ

氏も力を貸してくださり、世界からポリオが消え

る日ももう目の前まできています。これはロータ

リーの奉仕の土台と言えます。このポリオ撲滅が

叶ったとき、一般の方々にもロータリーやその素

晴らしい活動を知っていただく良い機会となるで

しょう。 

私はポリオになりました。昭和22年の事です。  

東山と言う村で10人の子どもがかかり、私一人 

が神がかり的に助かりました。ポリオは簡単に 

凄いスピードで移るので、もし日本にもう一度 

入ってきたらと思うとゾッとします。 

「ポリオ撲滅」まであと少し。今しかありませ 

ん。チャンスです。 

 

米山奨学委員会 

委 員 長 木畑 清  

副委員長 笹山悦夫 

委  員 北側・米澤 

カウンセラー 小西 

〇活動報告 

 米山奨学生 グエン・ティ・フ 

ーンさんを委員の皆様と小西カ 

ウンセラーと協力してお世話し 

ました。 

～ お知らせ ～ 

ノンケーム RC 理事の礒部寿一氏は次年度

RI2640地区大会第1日目（10月27日）の 

基調講演講師となられています。 
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会 計 

委員長 笹山悦夫 

〇活動報告  

（1）一般会計、ニコニコ会計、 

堺北基金特別会計、記念行事特 

別会計、囲碁フェスタ特別会計 

の５部門について、独立した会 

計処理と預金管理を事務局と共 

に行いました。 

（2）特に、池田会員のお力により、一般会計と 

ニコニコ会計について毎月の会計報告を翌月中 

に当クラブホームページの「会員専用ページ」

にアップして、各委員会ごとの予算執行状況等

を閲覧できるようにしました。 

（3）財務状況について理事会等に適時報告し、ク 

ラブ活動を支える財政基盤の拡充に資するよう

努めました。 

（4）当クラブの預金並びに什器備品類についての 

保存管理は会計が責任を持って、事務局と共に

行いました。 

 

Ｓ Ａ Ａ 

委 員 長 中川 澄 

〇活動報告 

例会の司会進行をつとめまし 

た。議事の前後等至らない点も 

多々あり、申しわけありません 

でした。皆様のご協力に深く感 

謝致します。 

 

囲碁大会準備委員会 

委 員 長 宇瀨治夫 

副委員長 塩見・藤永・平野 

委    員 会員全員 

〇活動報告 

平成29年11月19日（日） 

ＪＲ堺市駅前のサンスクエア堺 

Ａ棟２Ｆにて「第７回子ども囲 

碁フェスタ・堺」を開催いたしまし

た。 

参加人数は名人戦Ａクラスに５名、名人戦Ｂクラ

スに１１名、名人戦Ｃクラスに１６名、囲碁入門

教室に３５名、総勢６７名の小学生が４部門に分

かれて参加してくれました。今年もインターネッ  

ト上からの申し込みが多数ありました。 

囲碁大会に向けて 

・平成29年5月26日（金）第1回準備委員会 

を開催しました。 

・平成29年9月15日（金）第2回準備委員会 

を開催しました。 

・平成29年11月10日（金）第3回準備委員 

会・第1回実行委員会を開催しました。 

・囲碁大会終了後に日本棋院の先生方と意見交 

換を行いました。 

・平成30年4月27日（金）「第8回子ども囲碁 

フェスタ・堺」に向けて第1回準備委員会を開 

催しました。 

・日程が平成30年11月3日（土）に決定しまし 

たので、サンスクエア堺の会場申し込み完了し 

ました。 

・9月の広報さかいに掲載していただきますので、    

日本棋院、堺市教育委員会、堺市こども会育成 

協議会、堺商工会議所、堺8ＲＣへの後援名義使 

用のお願いも完了しています。 

・7月初旬にポスター・チラシの完成に向けて、原 

稿を作成しています。 

 

写真同好会 

代表世話人 米澤邦明 

世 話 人 藤永 

〇活動報告 

 ビア・パーティ、忘年例会、親  

睦家族旅行、第７回子ども囲碁 

フェスタ・堺を実施した際、写 

真同好会として写真と動画の撮

影協力をしました。 

写真は事務局にデータをお渡ししていますので 

ご活用ください。  

 

ゴルフ同好会 

代表世話人 塩見 守 

世 話 人 藤永・中田 

〇活動報告 

・平成29年8月26日（土） 

第90回北輪会を天野山カント  

リークラブにて開催 

・平成29年10月30日（月） 

朝日ゴルフクラブ白浜コースに  
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て、地区大会記念ゴルフ大会に参加 

・平成29年12月2日（土）第91回北輪会を 

天野山カントリークラブにて開催 

・平成30年3月29日（木）天野山カントリーク  

ラブにて、第88回互輪会に参加 

・平成30年4月21日（土）第92回北輪会を 

天野山カントリークラブにて開催 

 

囲碁同好会 

代表世話人 池田茂雄 

世 話 人 宇瀨 

○ 活動報告 

 今年度、初の試みとして、毎月   

「第２金曜日」と「第４金曜 

日」の例会後に、囲碁の勉強会 

を開催し、「初歩から学ぼう」と 

いうことでスタートいたしまし

た。最初のうちは参加者も多かったのですが、

段々と先ぼそりとなり、３月末をもって残念なが

ら終了することとなりました。 

その後、４月より「毎月第一日曜日、午後１時よ

り新金岡公民館三階会議室」にておいて、囲碁の

集い「勉強会」を新しく始めました。ただ、これ

はロータリーとしてではなく「池田」が個人とし

て始めたものでありますが、ご参加いただける方

がいらっしゃいましたら、大歓迎でございます。

当クラブに来ていただいておりました「関西棋院

公認インストラクター 栗山 登先生」にもご参加

いただいております。 

 

歩こう会 

代表世話人 中川 澄 

世 話 人 藤永 

〇活動報告 

本年度は自主企画としてなみは  

や大橋と渡船めぐりを計画して 

いたが、例会変更が続いて宣伝 

ができず、中止となった。次年 

度には実現したい。 

堺国際ツーデーマーチへの参加を計画していた

が、堺国際ツーデーマーチ自体が昨年度で終了し

てしまったため、実現しなかった。堺国際ツーデ

ーマーチへの参加を計画していたが、堺国際ツー

デーマーチ自体が昨年度で終了してしまったた

め、実現しなかった。 

これらの反省を踏まえ、次年度は早めに計画を立

て、宣伝してゆきたい。 

 

伝統文化愛好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 奥野・木畑 

〇活動報告 

・6月24日 13：30～奥野晴明 

堂ホールにて四代目 桂春團治 

さん襲名記念公演「夢浪漫亭・ 

おたび寄席」が開演されます。 

木戸銭２，０００円 

（ご祝儀５００円含む） 

チケットのご要望は奥野会員までお願いしま 

す。 

・7月8日（日）18：00～「囲碁の寄席」 

 動楽亭にて 

 当クラブの山田規三生名誉会員が特別ゲスト、 

講談には旭堂南湖さん、落語には桂そうば 

さんが出演されています。 

予約２，０００円 

ご参加の方は中川会員までお願いいたします。 

 

グルメの会 

代表世話人 木畑 清 

世 話 人 小西 

〇活動報告 

2月10日（土）会員13名 

で、天然フグを食べる会をい 

たしました。 

 

 

  

 

職業奉仕委員会 

「職業奉仕のためのアンケートご協力のお願い」 

職業奉仕委員長 藤永 誉 

 

本日配布させていただきました   

アンケートの目的は、 

・自分の仕事でできる奉仕活動の  

うち潜在している可能性を見つ 

けること 

委員会報告 

Gatu 
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・自分以外の会員さんに「これならできる」と気

付いてもらうこと 

・今後の職業奉仕委員会のテーマを見つけ出すこ 

 とです。 

ご記入いただきまして、事務局へご提出くださ

い。ご協力宜しくお願いします。 

 

 

 

 

辰 正博会員 本日は晴天なり。 

那須宗弘会員 今日、早退します。お許しください。 

            合計 ４，０００円 

 

 

 

（１） 配布物   

・週報  

・職業奉仕委員会アンケート 

（２）例会変更、休会のお知らせ 

・６月１５日（金）の例会は今年度最終例会に例会  

変更いたします。 

「最終例会」１７：３０～（受付１７：００～） 

於：南海グリル東館 3F 

・６月２２日（金）、６月２９日（金）は、 

定款第8条の規定により休会といたします。 

お間違いなきようお願い申し上げます。 

  

 

 

第１２回 定例理事会 

2017-18年度理事会構成メンバー 

辰、澤井、木畑、池永、中川、笹山、坂田、藤永、

塩見、平野、中田、小西（１２名） 

（会計監事 池田） 

議 案  

1. 堺９RC連絡会について － 報告 

2. 次年度予算案について － 承認 

 

４月度 堺９ＲＣ連絡会 

日時：平成３０年５月１６日（水）  

場所：堺商工会議所3階 

 ＜議 案＞  

1. 「第８回子ども囲碁フェスタ・堺」後援名義借  

用の御礼と開催日程変更のお知らせ（堺北ＲＣ） 

「第8回子ども囲碁フェスタ・堺」の日程が 

11月4日（日）→11月3日（祝・土）に変更に 

なりました。 

堺北RCより、上記御礼と報告。 

2. のぼりコンクールの件（堺おおいずみ RC） 

堺おおいずみRCより、幟コンクール募集要項誤  

配布のお詫びと説明。 

会長エレクトより次年度事業を前倒しで（イコモ  

ス審査に間に合わせる為）始めている現在の状況  

を説明。各クラブよりの質疑に返答。 

今期９RC連絡会では以前の決定通り協力等求め 

ない。 

堺おおいずみ RC 会長幹事が社会奉仕事業の為、次

月新旧合同連絡会欠席のお詫び。 

 

● 次回連絡会〈新旧合同連絡会〉 

日時： 平成30年6月 9日 (土) 17時00分～ 

場所： ホテル・アゴーラリージェンシー堺  

３F 「春慶の間」 

ホスト：堺南ロータリークラブ  

幹事報告 

Gatu 

ＳＡＡ報告 

結婚記念祝い（6月度） 代表 坂田会員 

その他 

Gatu 

「頑張って 
奉仕の原点は出席  

出ましょう例会へ」 

出席委員会委員 宇瀨治夫 

今週の歌「雨降りお月さん」 

 

雨降りお月さん 雲の蔭 

お嫁にゆくときゃ 誰とゆく 

一人で傘 さしてゆく 

傘ないときゃ 誰とゆく 

シャラシャラ シャンシャン 鈴つけた 

お馬にゆられて ぬれてゆく 
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