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前回の例会 

2018年 7月 6日(金)第 1801回 

卓 話「会長就任の挨拶」 

卓話者 会長 澤井 久和 

会員総会 

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（７月度） 

宇瀨 治夫会員(2日)  

國井  豊会員(5日) 

濵口 正義会員(30 日) 

○結婚記念祝い（７月度）なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

 

2018年 7月 13日第 1801号 

 

2018年 7月 13日(金)第 1802回 

「第１回クラブアッセンブリー」 

         各委員会委員長 

今週の歌  「日も風も星も」 

「堺北ＲＣの歌」 

「いい湯だな」 

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（７月度）  

  池永隆昭会員（２回目） 

 綿谷伸一会員（１５回目） 

 

 2018-19 年度 国際ロータリーのテーマ 

「インスピレーションになろう」 

国際ロータリー会長 バリー・ラシン（バハマ国・イーストナッソーRC） 

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     : https://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)  ： 樫畑 直尚 

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

E-mail ： kashihata@rid2640g.com 
会長：澤井久和  幹事：坂田兼則  広報委員長：米澤邦明  編集者：米澤邦明 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

2018年 7月 20日(金)第 1803回 

◆ 永富 久紀会員 入会式 

◆ 卓話 「税理士業務 50年」 

卓話者 池田 茂雄 会員 

次週の例会 

 

時間 

 

＜7月 6日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            22名 
欠席会員               6名 

  ゲスト            1名 
  ビジター           1名 

5月 25日(金)の出席率     96.43％ 
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「会長就任の挨拶」 

 会長 澤井 久和 

 

まず最初にこの度、震災、

大雨により被災された方々に

御見舞い申し上げます。又、

一刻も早く普段通りの生活に

戻れますよう心からお祈り申

し上げます。 

 

 前 辰会長、前 池永幹事、 前 中川SAA、1年

間本当にお疲れ様でした。1年間ご立派に任務を終

えられたこと、尊敬 及び感謝しておりますと共に

重圧がかかっております。 

 

 会長年度2018-19年度 38周年目、39代 堺北ロ

ータリークラブの会長という大役を務めさせて頂

きます。たいへん滑舌の悪い澤井久和と申しま

す。 

 私は、ロータリー歴はまだまだ浅いですが、

2640地区 地区委員の経験、またいろいろな各地

区のロータリークラブにメイクアップ出席させて

頂いた経験も活かして、マイペースで1年計画で

しっかり務めさせていくことをお約束致します。 

当然1人では無理です。今年度 坂田幹事、笹山

SAAの助け、協力のもと、また会員の皆様、ファ

ミリー会員の皆様、あと忘れてはいけないのは事

務局の坂上様にもご協力頂き、堺北ロータリーク

ラブを盛り上げていきたい所存でおります。 

  

今年度のRIのテーマは、 

「 Be the  Inspiration 」となっております。 

日本語訳にはし難いと思いますが、簡単に言え

ば、刺激、鼓舞する人になろう！といった感じで

はないでしょうか。 

 堺北ロータリークラブは38周年目になります

が、次年度に何か一つでもプラスになるように会

員皆様と共に進めていきたいと思っております。 

 今年度の私のテーマを考えました。 

偶然にも2640地区ガバナーと同じようです。 

絶対私の方が先に考えたと思いますし、ずっと以

前より思っておりました。 

 「ロータリーを楽しむ、楽しんでやる」 

「いつも元気で楽しく」    です。 

  

今年度、堺北クラブで実施したい事がありま

す。 

テーマにもとづいて、 

1. 会員皆様の健康アップ、維持 

2. 指定席 

3. 握手 

4. 敬称 

5. 皆出席 

6. 会員増強 

7. 公共イメージアップ です。 

 

いろいろ言いましたが、これから1年間多々ご迷

惑、大失敗をお掛けしますが、この3名で協力し

あって、色々考えて、盛り上げていきますのでよ

ろしくお願い致します。 

希望としましては、2640地区では堺北ロータリー

クラブ、それから日本では堺北ロータリークラブ

に出席、入会したい、というクラブに発展したい

と思います。 

本日はありがとうございました。 

 

 

「会員総会議事録」 

会長 澤井 久和 

  

日時：平成30 年7月6日（金）於：例会場 

議案： 

1. 2018-19年度 予算の件・・・承認 

（池田会計監事より説明あり） 

2. 2017-18年度 決算報告の件・・・承認 

（池田会計監事より報告あり） 

3. クラブ細則第2条第3節の規定により 

候補者指名委員会の委員を次の通り 

澤井会長・木畑会長エレクト・ 

山中副会長・坂田幹事・塩見会計・ 

中田理事・那須理事・藤永理事・綿谷理事 

の９名を推薦する件・・・承認  

 

会長の時間 

 

時間 
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会員数28 名、出席会員22 名で、クラブ細則第5

条第 3節の規定により定足しており、会員総会は

有効に成立。上記3議案、賛成多数で承認を得

た。 

 

 

 

 

囲碁大会準備委員会委員会 

 「2回大会準備委員会打ち合わせ会議のご案内」 

        大会準備委員長 宇瀨治夫 

 

標記の通り第 2回打合せ会議を

開催いたします。皆様ご出席下さ

いますよう、お願い申し上げま

す。 

  記 

日 時：平成３０年７月２０日（金） 

１８時３０分～ 

場 所：すし亭「幹」 

出席予定者：山田・北側・堀畑・池田・辰・池

永・坂田・笹山・小西・塩見・城岡・中川・

中田・畑中・藤永・米澤・綿谷・宇瀨 

議題：役割分担、今後の予定について   以上 

 

 

 

 

松本 晴充様 澤井会長を宜しくお願いいたしま

す。大阪中央 RCより参りました。 

       宜しくお願いいたします。 

澤井久和会員 1年間、ご迷惑をお掛けしますが、

精一杯がんばって行きます。 

よろしくお願い致します。 

大阪中央 RCの松本様、本日はあり

がとうございました。 

池田茂雄会員 澤井会長年度の門出を祝して。 

國井 豊会員 澤井丸、出航お目出とうございます。   

力強い点鐘すてきでした。今年度も 

よろしく。 

那須宗弘会員 澤井会長、お目出とうございます。 

1 年間御苦労様ですが頑張って下さ

い。 

山中喜八郎会員 澤井会長、坂田幹事さん今年一年  

よろしくお願い致します。 

宇瀨治夫会員 澤井会長、坂田幹事、笹山SAAの 

船出を祝して。 

城岡陽志会員 澤井丸、出航おめでとう。 

船長が酔っ払って座礁しない事を 

祈ります。 

辰 正博会員 会長、幹事、SAA、1年間宜しく 

お願い致します。 

木畑 清会員 澤井会長、ガンバレ 

中田 学会員 澤井丸の出航を祝して。 

坂田兼則会員 今年度1年間、よろしくお願いしま 

す。 

奥野圭作会員 サンフランシスコからの学生、ホー 

ムステイの件、嶽盛様、那須様、快 

くお引き受けいただきまして誠に 

有難く、心よりお礼申し上げます。 

米澤邦明会員 朝の嵐の様な雨、澤井丸の船出は嵐  

かと思いましたが、澤井会長のパワ 

ーで吹き飛ばしたようですね。これ 

からもパワー！パワー！パワー！ 

嶽盛和三会員 澤井会長、坂田幹事、笹山 SAAさん 

各役員の皆様よろしくお願いいた 

します。 

綿谷伸一会員 澤井会長年度の船出を祝して。 

中川 澄会員 澤井会長、坂田幹事、笹山SAA、1年 

よろしくお願いします。 

小西幹夫会員 本年度も、皆様で堺北 RCを盛り上 

げて行きましょう！ 

塩見 守会員 澤井会長、坂田幹事、笹山 SAA、 

どうぞよろしくお願いします。 

皆様今年度も出席率向上にご協力 

お願いします。 

藤永 誉会員 澤井会長、坂田幹事、笹山SAA、 

よろしくお願いします。 

笹山悦夫会員 気品と風紀を守りながら、スムーズ 

に議事進行できるように努めます。 

よろしくお願いします。 

池永隆昭会員 昨年はお世話になりました。 

平野祥之会員 澤井会長、新委員長の皆様、Ⅰ年間、   

どうぞよろしくお願いいたします。 

           合計 １０５，０００円 

◆米山奨学会 特別寄付・・・米澤邦明会員  

委員会報告 

 

時間 

 

SAA報告 

 

時間 
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（１） 配布物   

・週報 

・週報ファイル 

  ・2018-19年度 理事役員・委員会委員一覧表 

  ・2018-19年度 卓話予定表 

  ・2018-19年度 予算書 

・2017-18年度 決算報告書  

・2017-18年度 ガバナー月信 最終号 

・会員証 

（２） 例会終了後、理事会を開催いたしますので、 

新旧理事・役員の皆様お集まりくださいま

すようお願い致します。  

（３） 当クラブ例会変更・休会のお知らせ 

・７月２７日(金)→ 

７月２８日(土) ビア・パーティー  

於：大阪マリオット都ホテル 19階  

受付 19：00～ 開会 19：30～ 

・８月１０日(金) 

→定款第8条の規定により休会 

（４） 他クラブ例会変更のお知らせ 

・堺ロータリークラブ   

７月２６日(木)→同日 18 時～ビアパーティ-  

於：ホテルアゴーラリージェンシー堺４階    

８月１６日(木)→休会 定款第８条に基づき      

・堺東ロータリークラブ 

  ７月１７日(火)→平成30年7月14日（土） 

於：天兆閣別館3F 

８月１４日(火)→休会 定款第８条に基づき 

・高石ロータリークラブ 

７月１７日(火)→休会 定款第８条に基づき  

８月７日(火)→８月４日（土）納涼家族会（野

球観戦）に変更  於：京セラドーム 

８月１４日(火)→休会 定款第８条に基づき   

  

 

 

第1回定例理事会（新旧引き継ぎ） 

2018-19年度理事会構成メンバー 

 澤井、木畑、山中、坂田、笹山、塩見、中田、 

那須、藤永、綿谷、辰、小西、平野、池永 

 （会計監事 池田） 

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 （会計監事 池田） 

議 案   

１． 本年度RI会長のテーマ並びにクラブ会長の 

方針確認 － 確認 

 

２. ６月度９ＲＣ連絡会報告 － 確認 

  ・本年度は、堺アートグランプリが堺北 

 寄付金２万円 － 承認 

３．社会奉仕事業の件 － 承認 

例年通り、交通安全・仁徳天皇陵清掃・ 

清心寮・囲碁・ダメゼッタイ・ガールスカウト 

４．７月１日 現在の会員数 － 確認 

  会員数  ２８名 

  準会員   １名 （畑中準会員） 

名誉会員  ３名 （田中名誉会員・ 

山田名誉会員・新井名誉会員） 

５．理事会・委員会 構成確認の件－ 確認 

６. 2018-2019年度予算案承認の件 － 承認 

７．2017-2018度決算報告承認の件 － 承認 

（7月6日(金)11：20～事務局にて会計監査あり） 

 

８．取引銀行の件 － 承認 

大阪信用金庫堺東支店（一般・一般カード・ 

ニコニコ・ニコニコカード・基金・記念行事・ 

囲碁フェスタ） 

大阪信用金庫宿院支店（予備用口座） 

りそな銀行堺東支店（堺北基金定期）・ 

みずほ銀行堺支店（記念行事・定期） 

９．例会日確認の件 － 承認 

例会日は原則毎週金曜日とする 

休会日は休日・祝日・他に定款第 8条第1節(C)  

による休会は、7日（本年度は、祝日を含む週の 

休会3日〈8/10・9/21、12/28〉、それ以外4日

〈12/21・4/26・6/21・6/28〉）とする 

１０．出席適用免除の件 － 承認 

 定款第９条第３節（ａ） 

三上会員・濵口会員・山中会員・田口会員 

１１．その他確認事項  

（１）誕生日お祝い品   

会員はなし 夫人 お花 － 承認 

幹 事 報 告 

 

時間 

 

その他 

 

時間 
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（２）結婚記念日お祝い   

すし亭幹 食事券 － 承認                           

（３）皆出席記念品   

名刺入れ もしくは 小銭入れ － 承認                    

（４）同好会 － 承認 

   ゴルフ同好会（北輪会）・あるこう会・ 

グルメの会・写真同好会・囲碁同好会・ 

伝統文化愛好会 

（５）新入会員は親睦活動委員会に所属すること               

－ 承認 

   別委員会にも所属可能    

１２．その他 

（１）手帳・アッセンブリー資料の印刷費について  

   手帳：前年度同様印刷会社 初田印刷㈱  

－ 70部にて承認 

アッセンブリー：事務局作成の為、コピー代 

と用紙・製本代 － 承認 

（２）親睦活動委員会例会変更の件  

   7月27日㈮の例会を 

7月28日㈯ビアパーテイーに変更 －承認 

（３）事務局 夏期休暇の件  

   8月11日（土）～8月15日（水）－ 承認 

（４）事務局職員 夏季賞与の件  

  － 規定通り支給にて承認 

（５）メイクアップの件 － 承認 

 社会奉仕・国際奉仕・職業奉仕 及び各委員会で例 

会時以外の委員会会合に出席した場合もメイク 

アップ扱いとする。（委員会報告書提出必要） 

 （委員会報告書は週報に掲載する） 

（６）永富 久紀 新入会員 入会式の件 

   ７月２０日（金）－ 承認 

（７）パスト会長・幹事・副会長 バッチの件 

  本年度より パスト会長のみとする － 承認 

（８）社会奉仕 協賛の件 

 堺アセアンウィーク・ 

堺まつり 協賛金10,000円 － 承認            

 堺市展 協賛金7,000円（商品代金により前後 

 する）－ 承認 

（９）国際奉仕 協賛の件 

  スナーダイ・クマエ絵画展に協賛 30,000 円             

－ 承認 

（１０）次期指名委員会設置について  

 澤井会長・木畑会長エレクト・山中副会長・ 

坂田幹事・塩見会計・中田理事・那須理事・ 

藤永理事・綿谷理事の９名 － 承認 

（１１）上半期会費の請求 － 承認 

（１２）Ｈ20.2.1作成の「会員及び家族その他の 

お見舞い並びに弔電に関する規定」の見直し作業  

－次回理事会にて検討、確認 

 

 

９ＲＣ連絡会 

6月度 堺９RC新旧合同連絡会議事録 

日時：２０１８年６月９日（土）17：00～ 

場所：ﾎﾃﾙ･ｱｺﾞｰﾗﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ堺3F「春慶の間」 

１． 堺９RC連絡会申し合わせ事項及び共同事業 

 再確認について申し合わせ事項の確認と修正。 

（別紙改訂版添付）           

 ①「申し合わせ事項」ならびに「共有事業」に 

沿って説明。特段の異議なく承認された。 

２．今年度堺9RC連絡会での協議事項・実績等の報 

告。 

①2640 地区上松瀬ガバナー補佐より堺 9RC の連

携・共同事業等の一層の活性化について提言あ

り、引き続き検討していく。 

②同じく上松瀬ガバナー補佐より、ロータリー財 

団の地区補助金活用の提言があり、29年10月 

堺9RC連絡会にて、地区ロータリー財団中野委 

員長(堺東ロータリークラブ)を講師に招聘し 

地区補助金についての勉強会を実施した。 

③同じく上松瀬ガバナー補佐より、堺 9RC連絡会 

の開催費用負担の調整について提言あり。 

(議事内容並びに現状の費用負担状況について 

は、今年度堺9RC連絡協議会議事録を参照願い 

ます。) 

④堺9RC協賛、協力依頼事業として、堺清陵 RC様 

「堺かるた大会」、堺おおいずみ RC様 

「のぼりコンクール」の 2事業が提言され、次年 

度に詳細な説明がある予定である。 

◆次回連絡会：平成３０年７月１７日（火） 

１６：３０～ 

 場   所：サンパレス ３F（予定） 

 ホ ス ト：堺泉ヶ丘ロータリークラブ 

 

 

 



 - 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の歌 

 

「いい湯だな」 

歌：ヂューク・エイセス 

作詞：永 六輔 

作曲：いずみたく 

 

 

いい湯だな いい湯だな 

湯気が天井から ポタリと背中に 

つめてぇな つめてぇな 

ここは上州 草津の湯 

 

 

 
 

2018－2019 年度国際ロータリー第 2640 地区の地区大会は、ガバナー輩出クラブである和歌山ロータ

リー クラブが主管をさせて頂きます。今回の地区大会二日目は、従来は午前中からの式典開会でしたが、

午後から の式典開会とさせて頂きます。ついては、午前中からも地区大会をお楽しみ頂けるように、展

示ブース「友愛の 広場」や「市民公開型講演会」を設けて、多くのロータリアンにもお楽しみ頂けるよ

うなプログラムを設けています。 大会二日目の式典開会後は、閉会点鐘の最終場面まで大会をお楽しみ

頂けるように、内容はしっかり作り込 みながらも、簡潔でスピーディさを心掛けた運営をと考えており

ます。 来る 2020 年は、東京ロータリークラブが誕生して 100 年、いわば日本のロータリー100 年を記

念する年であり、東京オリンピック開催年でもあります。今回の大会二日目の大会記念講演の講師には、

東京ロータリークラ ブのパスト会長で 2580 地区パストガバナー、そして東京オリンピック誘致の立役

者である 水野 正人さんをお招き致します。  また、大会一日目の夜を飾る、R.I.会長代理歓迎晩餐会で

は、和歌山県出身で和歌山県文化奨励賞を受賞したチェロ奏者 谷口 賢記さんを主演に据え、ピアノ演奏

は新進気鋭の三浦 永美子さんにお願いしております。 皆さまのご参加をお待ちしております。   

地区大会 実行委員会                                           

委 員 長 雑賀 正雄    副委員長（地区大会幹事）瀬川 良浩 

 

 

 

【主なプログラム】 

2018 年 10 月 27 日（土曜日） 

13：30 地区大会本会議第 1 日目  

 指導者育成セミナー 

 ・講師：中村 恵（国連UNHCR協会） 

 ・講師：礒部 寿一（3350地区ノンケームロータリークラブ理事） 

18：00 R.I.会長代理ご夫妻歓迎晩餐会  歓迎演奏会  ・谷口賢記（チェロ） ・三浦永美子（ピアノ） 

2018 年 10 月 28 日（日曜日） 

9：30 登録受付   友愛の広場、ポリオプラス、米山記念奨学会、国連 UNHCR 協会、 

青少年奉仕コーナー（インターアクト、ローターアクト）、物品販売 

9：30新会員の集い（要項は月信９月号にてお知らせ致します）  

9：30（受付） 地区大会記念 『市民公開講演会』 ロータリアンの皆様もどうぞ参加してください。 

  テーマ 「固定観念を、ぶっ壊す」  講師：近畿大学総務部長 世耕 石弘   

12：30 地区大会本会議第 2 日目   

地区大会記念講演  講師：ミズノ相談役会長 水野 正人  

会期 2018 年 10 月 27 日（土曜日）～10 月 28 日（日曜日） 

会場 ホテルグランヴィア和歌山 〒640-8342 和歌山県和歌山市友田町 5 丁目 18 番 

 
地区大会 記念ゴルフ大会 

日時：2018年10月10日（水） 

大阪ゴルフ倶楽部（泉南郡岬町深日31） 
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