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前回の例会 

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年 7月 20日第 1802号 

 

2018年 7月 20日(金)第 1803回 

卓 話 「税理士業務 50年」 

卓話者  池田 茂雄 会員 

今週の歌  「我らの生業」 

「上を向いて歩こう」 

お客様の紹介・出席報告 

入会式 永富 久紀 氏  

会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 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 28日(土)第 1804回 

  例会変更 及び ビア・パーティー 

   19：30～ （19：00～受付） 

於：大阪マリオット都ホテル 19階 

 

 

 

次週の例会 

 

時間 

 

＜7月 13日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            16名 
欠席会員              12名 

  ゲスト            0名 
  ビジター           0名 

6月 1日(金)の出席率     92.86％ 
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会長 澤井 久和 

 

会員の皆様、こんにちは。 

ちょうど一週間前に起こりまし

た西日本大豪雨で被災された

方々、又、亡くなられた方々には

ご冥福をお祈りするとともに、1

日も早く普段通りの生活に戻れる

ようにお祈り申し上げます。 

本日はアッセンブリーなので、短めにひとつお

伝えしたいことがあります。 

今回西日本に大雨をもたらした原因として色々

考えられますが、代表的なものを挙げれば2つあ

ります。 

1つは、バックビルディング現象 

（同じ場所で積乱雲が次々と発生すること。） 

2つは、バックウォーター現象  

（支流の水が本流の流れにせき止められる形で

支流の水位が上がる現象。） 

頭の片隅にでも置いておいて下さい。河川洪水の

時の行動を日頃から覚えていて下さい。 

 

地区役員 委嘱状伝達式 

◆青少年・ライラ委員会 副委員長 

  ・・・澤井 久和 会員 

◆米山寄付増進小委員会 委員 

  ・・・木畑 清 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・塩見・藤永・中川 

〇活動方針 

退会防止は勿論、すべての会員が常

に増強の意識を持ち、一人でも多く

の会員の入会に努める。 

〇活動計画 

（1）今年度も拡大例会を実施する。 

〈2019年4月12日（金）実施予定＞ 

（2）前回2018年3月30日実施の拡大例会のお客 

様に入会を勧める。 

（3）再度北クラブの分析を実施し、入会のアピー  

ルの方法を考える。 

（4）3か月に一度は委員会を開催（年4回程度） 

 

親睦活動委員会 

委 員 長 中田 学 

副委員長 綿谷伸一 

委  員 宇瀨・奥野・木畑・國井・小西・ 

笹山・塩見・城岡・田口・嶽盛・ 

中川・那須・平野・山中・米澤 

〇活動方針 

（1）親睦活動を通じて会員相互の

親睦と友情を深め、会員、会員家

族・ファミリー会員・準会員に多数

参加して頂き楽しく思いやりのある

クラブ作りに努力致します。 

例会準備の当番を決めて、お客様のお席へのご

案内に心掛けます。 

〇活動計画 

（1）ビア・パーティー 

（７月２８日 阿倍野ハルカス）予定 

（2）忘年家族会（12月15日 シェラトン都ホ 

  テル大阪）予定 

（3）春の日帰り親睦家族旅行 

（4）最終例会（6月15日 南海グリル東館3 

階）予定 

以上の四大行事の円滑なる実施を目指す。 

 

広報委員会 

委 員 長 米澤邦明 

副委員長 塩見 守 

委    員 池田・嶽盛・中川 

〇活動方針 

クラブ活動状況など週報を通じて  

クラブ会員へ情報伝達します。必  

要に応じて対外広報等も実施する。 

〇活動計画 

会長の時間 

 

時間 

 

第 1回クラブアッセンブリー 

 

時間 
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（1）例会時及び各種行事における写真の記録保    

  存 

（2）クラブ週報掲載記事の収集に努め、週報 

の充実を図る 

 

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 活動方針並びに活動計画 

(1) ホームページを通して、当クラ  

ブ会員皆さまへの情報発信をする

と同時に、広く一般の皆さまへ向

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 

す。また、ホームページの役割は、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活

動してまいります。 

(2) タイミングよく更新を行うことを心がけており  

ますが、常時行っている更新は、次の５項目で 

あります。 

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 

(3) 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、 

年度始めにまとめて更新しております。 

そのほか、「子ども囲碁フェスタ関係」が別途  

に有りますが、必要に応じて更新してまいりま 

す。 

(4) 現在、毎日３～40件のアクセスが続いており 

ます。嬉しいことでありますが、同時に掲載内 

容についても、より慎重にしなければいけない 

と認識を新たにしているところであります。 

(5) ＨＰトップページ左側に「目次 ８項目」があ 

ります。特に「クラブの紹介」を見て頂きます 

と、当クラブの内容が詳細に表示されておりま 

す。 

会員の皆さま、どしどしＨＰにアクセスして 

下さいますようお願いいたします。 

 

出席委員会 

委 員 長 塩見 守 

副委員長 中川 澄 

委    員 國井・宇瀨・田口 

〇活動方針 

 例会、その他各種のメーキャッ

プになる委員会活動に参加を促し

て、出席率の向上に努める。 

〇活動計画 

（1）ホームクラブの出席率を高 

め、欠席者にはメーキャップを勧めるために   

会変更クラブの変更表をメール、ＦＡＸす

る。 

（2）欠席の多い会員には、紹介者に相談して原因 

と対策を考える。 

（3）出席率を高めるため、出席率高上月間を作り 

発信する。 

（4）一年間皆出席された会員の方々を最終例会で 

発表、表彰する。 

 

職業奉仕委員会 

委 員 長 那須宗弘 

副委員長 宇瀨治夫  

委    員 城岡・塩見 

〇活動方針 

 会員皆様の従事している職業に 

おいて、どのような内容の職業 

奉仕ができるのかを考え、皆様 

のご協力を頂きながら、積極的 

な活動ができるように進めていきたいと思い 

ます。 

〇活動計画 

会員皆様の個々の職業において、どのような奉 

仕活動ができるかを具体的に検討すると共に、

その方々を探り、ご指導を仰ぎながら進めてい

く。 

又、年間4回位の委員会を開催（例会時に記入 

用紙配布）時にその内容を検討・準備活動の場 

とし、年2回の奉仕活動実施を目指す。 

 

社会奉仕委員会 

委 員 長 藤永 誉 

副委員長 綿谷伸一 

委  員 三上・那須・奥野 

〇活動方針 

 “お役に立とう” 
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社会に感謝の意をこめて会員全員  

で貢献させていただき、活動して  

よかったと思える事業にします。 

〇活動計画 

（1）7月中旬 委員会開催 

（2）春・秋の仁徳天皇陵清掃 

（3）春・秋の交通安全 

（4）清心寮の子供たちとの交流 

  （夏合宿・バーベキュー・春場所稽古） 

（5）ガールスカウトさんとの交流（新年会） 

（6）ダメゼッタイ募金活動（毎月第3例会） 

 

新世代委員会 

委 員 長 平野祥之 

副委員長 塩見 守 

委  員 池田・綿谷・中田 

〇活動方針 

 新世代の若者達に立派な人間に 

なっていただくよう、色々なセ 

ミナーを通じて、共に行動して 

いき、道徳・常識をもっていた 

だくよう、又将来のロータリア 

ンになっていただくために、活動をしていきま 

す。 

〇活動計画 

 ライラセミナー２泊３日(予定)参加及び協力を 

していきます。 

 

国際奉仕委員会 

委 員 長 綿谷伸一 

副委員長 平野祥之 

委  員 嶽盛・泉谷・小西・宇瀨 

〇活動方針 

すべての会員が、世界のロータ 

リー活動に関心を持っていただ 

き、国際理解、国際親善の意識 

の高揚を図りたい。 

〇活動計画 

世界社会奉仕（WCS）水保全・保険・識字率向 

上の重点に 沿った活動する。 今年は２６４０ 

地区資金を活用。友好クラブと連携し、 国際奉 

仕プログラムに参加する。 

カンボジア スナーダ・クマエ孤児院の絵画展へ 

協賛。 

 

 

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 

〇活動方針 

 財団の目標は、アメリカのRIに 

送るお金集めです。兎に角お金 

です。 

〇活動計画 

（1）今年度は、上半期と下半期の 

会費の中で年次基金寄付として10,000円ずつ集  

金させていただき、春にポリオ・プラス寄付と 

して10,000円集金をさせていただきます。 

（2）4クラブで財団委員長会議をもち、もっと 

色々なご意見をいただきたいと思います。 

（3）ポリオサバイバーの実話を描いた映画『ブレ 

ス しあわせの呼吸』を会員、会員家族で鑑 

賞する機会を設け、ポリオへの認識を深め、 

「ポリオのない世界を実現する」という我  々

ロータリーの目標に少しでも近づけるよう努力 

します。 

 

米山奨学委員会 

委 員 長 木畑 清  

副委員長 池田茂雄 

委  員 北側・米澤 

カウンセラー 米澤 

〇活動方針 

 地区米山奨学委員会の方針に従っ

て、クラブに活かしたく思います。 

〇活動計画 

 米山奨学生 ドゥアン・ティ・フ

オンさんを米澤カウンセラーと協力してお世話

します。 

 

Ｓ Ａ Ａ 

委 員 長 笹山悦夫 

副委員長 平野祥之 

〇活動方針 

（1）明るく落ち着いた会場設営 

（2）円滑な議事進行 

〇活動計画 

（1）楽しくスピーディな議事進行 

（2）例会場の気品と風紀を守る 

（3）ニコニコ袋の紹介 
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会 計 

委員長 塩見 守 

〇活動方針並びに活動計画  

（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う。 

（2）一般会計とニコニコ会計については、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する。 

（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努める。 

（4）当クラブの預金並びに備品類についての保存

管理を事務局と共に責任を持って行う。 

 

 

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 

〇活動方針 

子ども囲碁フェスタ・堺は次年度  

で第８回目を迎えます。堺の子ど  

も達を中心として、健全育成と日 

本の伝統文化の普及を目的として  

活動しています。又、囲碁の楽し

さを子ども達と御父兄の方々に理解していただ

いて、家族の共通の話題になる事を願っていま

す。 

〇活動計画 

「第８回子ども囲碁フェスタ・堺」開催決定 

開催日  平成30年11月3日（祝・土） 

開催場所 サンスクエア堺 Ａ棟 ２Ｆ 

     （ＪＲ堺市駅から西へ300ｍ） 

開催内容 子ども囲碁入門教室 

子ども囲碁名人戦 

子ども囲碁フェスタ・堺のホームページの更

新・案内 

開催に向けて第１回打ち合わせ会議を平成30年

4月27日（金）すし亭「幹」にて行いました。 

平成30年7月20日（金）第2回打ち合わせ会  

議を前回と同じく、すし亭「幹」で開催しま 

す。 

 

写真同好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 米澤  

〇活動方針 

「写真を撮る」 

趣味のひとつにいかがですか？ 

〇活動計画 

・歩こう会とグルメの会とコラボし

て、機材をみんなで順番に使ってい  

ただいて、撮っていただき 

・最終例会で展覧会を開催 

・最優秀作品賞を授与します。 

・日々の活動記録をホームページ映えする写真で

残します。 

 

ゴルフ同好会 

代表世話人 塩見 守 

世 話 人 藤永・中田 

〇活動方針 

 ゴルフを通じて会員・会員家  

族・ゲストの皆様との親睦を深  

めると共に、他クラブからの参  

加によるクラブ間の交流を行い  

ます。又、新入会員候補者をお  

誘いして、親交とロータリー活動について理解

を深めていただきます。 

〇活動計画 

（1）北輪会を4回開催 

平成30年9月8日（土）第93回北輪会 

開催決定 

（2）地区大会記念ゴルフ大会に参加 

（3）互輪会に参加 

（4）ゴルフに関する案内 

 

歩こう会 

代表世話人 中川 澄 

世 話 人 藤永・笹山・綿谷 

〇活動方針 

多くの方が参加しやすい歩行行  

事を企画・実行する。 

〇活動計画 

（1）写真同好会、グルメの会と連 

 携し、ただ歩くだけではなく、途中で写真を撮 

 影したり、歩いた後おいしいものを食べたりす 

る等趣向をこらした自主企画を企画・実行す 

る。 
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（2）堺国際ツーデーマーチの終了に伴い、これに 

代わる自主企画を検討する。 

（3）1月に開催される環状線一周ウォークへの参 

加を呼びかける。 

 

グルメの会 

代表世話人 木畑 清 

世 話 人 小西 

〇活動方針 

年に一度、美味を食したく思いま  

す。 

〇活動計画 

行事日程の少ない月に予定しま 

す。 

 

囲碁同好会 

代表世話人 池田茂雄 

世 話 人 宇瀨 

○ 活動方針並びに活動計画 

（1）囲碁は知性と感性のゲームだ 

といわれております。ルールは  

非常に単純ですが、そこから派 

生する「石の形」には奥の深い 

ものがあり、それが大きな魅力 

なのです。「子ども囲碁フェスタ」が当クラブ好 

例の行事として定着してきた中で、会員の皆さ 

ま、囲碁の魅力をもっともっと感じとっていた 

だければ嬉しいですね。 

(2) 今年４月から新しく「毎月第一日曜日 午後 

１時から５時まで・新金岡公民館三階会議室」 

において囲碁の集いとして勉強会を始めまし 

た。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、よ 

ろしければご参加いただければ大歓迎です。 

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。 

「３月・６月・９月・12月」の年４回は、30数 

名の参加者による囲碁大会を開催しております 

が、それ以外の月には囲碁勉強会を行っており 

ますので、ご希望の方、ご参加ください。 

 

伝統文化愛好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 奥野・木畑 

〇活動方針 

日本の伝統文化（落語・歌舞伎など）に触れる

機会を作り、会員、ご家族、ご友人の皆様で楽 

しみながら、見聞を広げ充実し

た時間づくりのお手伝いをさせ

ていただきます。 

〇活動計画 

「落語」 

毎月第4日曜日に山之口商店街「奥野清明堂 

ホール」にて開催されますおたび寄席に参加 

させていただきます。 開催前の例会時に 

ご案内します。 

「歌舞伎など」 

舞台情報などがあり次第、例会や週報にて 

ご案内します。 

「その他」 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

         社会奉仕委員長 藤永 誉 

 

（連絡事項） 

清心寮様と年間の日程調整の結果   

夏合宿 8/25（土） 

囲碁フェスタ 11/3（土・祝） 

バーベキュー大会 11/10（土） 

春場所稽古 3月初旬（日程決まり次第連絡） 

となりました。 

（相談） 

西日本豪雨の義援金について 

2640地区より要請（任意）が届いております。 

当クラブで個別にする方法もございますが 

どうしましょうか？ 

（ご意見） 

・城岡会員が現地（愛媛県）の状況を報告いた 

だきました。 

・地区要請の締め切りが 8/10のため8月度理事 

会にて検討。 

・募金箱を設置しますのでご協力おねがいしま 

す。 

 

伝統文化愛好会 

            代表世話人 藤永 誉 

 

7/22おたび寄席が今月のみ開催場所が変更とな

り、開口神社 瑞祥閣にて開催されます。 

ご参加お待ちしております。 

 

委員会報告 

 

時間 
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国際奉仕委員会 

   カンボジア スナーダイ・クマエ孤児院 

  絵画展鑑賞会のご案内 

国際奉仕委員長 綿谷伸一 

 

今年も 8/3(金)甲南大学に於い

て、カンボジア スナーダイ・クマ

エ孤児院の子供たちの絵画展が開

催されます。去年同様、今年も有

志の皆さんで、鑑賞いたしたく、ご多用のところ

大変恐縮ではございますが、ご参加のほどお願い

申し上げます。要項は下記の通りです。 

記 

日  時： 平成３０年８月３日(金) 

 例会・理事会終了後  

 ＊車乗合いで現地まで行きます。 

絵画展開催場所：甲南大学内 甲友会館 

 （兵庫県神戸市東灘区岡本 8-9-1）   以上 

 

 

 

宇瀨治夫会員 中川会員、先日の動楽亭では、お世 

話に成りました。次回はアフターも 

楽しみにしております。 

城岡陽志会員 愛媛県を含めて水害で大変です。 

       コンビニでおつりを寄付お願いし 

ます。 

中田 学会員 澤井年度 1回目のクラブアッセンブ 

リー、宜しく。 

塩見 守会員 暑くなりました。 

皆様お体に気をつけて下さい。 

藤永 誉会員 皆様、いつもありがとうございます。 

           合計 ９，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 配布物   

・週報 

・2017-2018年度 地区大会 記録誌 

（２）当クラブ例会変更お知らせ 

・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～ 

  

 尚、８月３日（金）の通常例会には、 

 担当ガバナー補佐の寺﨑様（堺 RC）がご来会 

されますので、ご出席宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAA報告 

 

時間 

 

幹 事 報 告 

 

時間 

 

今週の歌  

「上を向いて歩こう」 

歌 ：坂本 九 

作詞：永 六輔 

作曲：中村八大 

 

上を向いて歩こう 

涙がこぼれないように 

思い出す 春の日 

ひとりぽっちの夜 

「歓迎のうた」 

 

あなたもわたしもロータリアン 

心も裸で さあ握手 

あなたもわたしもロータリアン 

心もひとつで さあ握手 

さあ握手 

 

皆出席表彰（7月度） 

綿谷 伸一会員（15回目） 
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持ち出し品・備蓄品チェックリスト 

 

各家庭でいざというときに備える「持ち出し品」 
各家庭でいざというときに備える「持ち出し品」「備蓄品」をリストにまとめています。 

チェックリストとしてお使いください。 

（YAHOO!天気・災害 より抜粋） 


