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前回の例会 

2018年 6月 15日(金)第 1800回  

「例会変更 及び 最終例会」 

於：南海グリル東店３Ｆ 

受付 17：00～ 点鐘 17：30～ 

 

 

 

 

 

 

前々回の例会 

2018年 6月 8日(金)第 1799回  

卓 話 「会長退任の挨拶」 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

 

2018年 7月 6日第 1799号・第 1800号 

 

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 

 

 2018-19 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・East NassauRC） 

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)  ： 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 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 

＜6月 8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 
5 月 12日(金)の出席率    85.71％ 

 

次週の例会 

 

時間 

 

＜6月 15日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            21名 
欠席会員               7名 

  御家族           14名 
ファミリー会員・その他    4名 
5月 18日(金)の出席率     96.43％ 
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「会長退任の挨拶」 

 会長 辰 正博 

 

昨年7月７日（金曜日）の七

夕の日に会長就任の挨拶をさせて 

いただきました。 

スタートからお祭りの日で良かっ

たと思います。 

それから１年間たくさんの行事が

ありました。 

池永幹事、中川ＳＡＡ、事務局の坂上さん、転職

された本村さんほか各委員会の委員長さんや委員

の皆様には本当に助けていただき、又ご協力いた

だきまして心から厚くお礼を申し上げます。 

今年度は会員数が２８名になりましたが、この状

況を見て、会員増強委員会の皆さんが拡大例会を

開催していただきました。 

初めての試みではありましたが例会は盛大に行わ

れ、良かったと感じております。 

今後も開催して仲間を増やせたら良いかと願って

います。 

 

７月２９日（土曜日）ビアパーティー開催  

９月２９日（金曜日）ガバナー公式訪問 

１０月１３日（金曜日）ファイヤーサイトミーテ

ィング 

１１月５日（日曜日）地区大会 

１１月１２日（日曜日）仁徳天皇陵清掃奉仕 

１１月１９日（日曜日）第７回囲碁フェスタ 

１２月１６日（土曜日）忘年家族会 

１月３日（水曜日）開口神社参拝 

１月７日（日曜日）ガールスカウト新年会 

１月１１日（木曜日）新春合同例会 

３月９日（金曜日）～１４日（水曜日）国際奉仕

でタイ訪問 

３月１１日（日曜日）仁徳天皇陵清掃奉仕 

３月３０日（金曜日）拡大例会 

５月１２日（土曜日）親睦家族旅行 

以上が主な年間行事でしたが、他にも多数の活動

もありました。 

本当に各委員会の皆様のご協力がなければ、どの

行事も出来るものではありませんでした。 

特に５月の親睦家族旅行では天候に恵まれたこと

もあり、賢島までの近鉄の豪華な設備のしまかぜ

で向かっている間にメンバーとの親睦を深めるこ

とが出来、現地のホテルでも大変豪華な昼食をい

ただき、その後も見学と観光の二手に分かれて 

それぞれ楽しい１日を過ごしました。 

この行事では中川会員には大変お世話になりまし

た事をこの場をお借りしてお礼を申し上げます。 

２０２０年には堺北ロータリー設立４０周年を

迎えます。それまで皆さんで協力して、盛り上げ

て行きましょう。 

それでは来週の最終例会を楽しみにしている会員

様に感謝しつつ、会長退任の挨拶とさせていただ

きます。 

本当に１年間ありがとうございました。 

 

 

 

  

  会長 辰 正博 

 

本日、最終例会に会員、ご家

族の皆様に多数のご参加頂きま

して大変ありがとうございま

す。 

又、1年間の行事もご支援ご協力

下さった会員の皆様とご家族の 

皆様に心から感謝申し上げます。 

さらにこの１年私を支えてくれました池永幹事、

中川ＳＡＡ、事務局の坂上様も本当にありがとう

ございました。 

次年度は澤井会長が舵取りをしてくれますの

で、より良い堺北クラブになると思います。 

以上をもちまして、はなはだ簡単措辞ではござい

ますが、1年間どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

会長の時間（6月 8日） 

 

時間 

 

会長の時間（6月 15日） 

 

時間 

 

辰
会
長
お
疲
れ
様
で
し
た 
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広報委員会 

「ロータリーの友・６月号の紹介」 

広報委員 池田 茂雄 

 

「左びらき」 

（１）3ページ 

「ライズリーＲＩ会長メッセー

ジ」 

ＲＩ会長として、その年度のテー

マを選ぶことは会長として大変に栄誉なことなの

です。1905年2月23日（日本・明治38年）、ロ

ータリーが誕生しましたが、第49代目セラトン会

長の時からテーマが定められました。今回テーマ

を決める順番が廻って来た時、私は過去のテーマ

を振り返りました。そして、私の心は迷うことな

く、「ロータリー:変化をもたらす」とすぐに決めま

した。私にとって、この短いフレーズは、単に、

今私たちが行っていることだけではなく、これか

ら先、強く望んでいることについても当てはまり

ます。私たちは、変化をもたらしたいのです。支

援しインパクトを与え、世界をほんの少しでも良

くしていこうと努めることであります。 

さまざまな行動を行いました。カルフォルニアの

山火事では全てを失った人たちへの支援活動や、

グアテマラでのストーブの提供などなどです。そ

れと、ロータリアン一人一人が１本の木を植えよ

うという「植樹活動」では、目標をすでに上回っ

ております。 

私は、やがてオーストラリアにジュリエット（会

長夫人）と一緒に帰ることとなりますが、皆様か

らの偉大な奉仕の数々に心から感謝申し上げま

す。（会長を去るに当っての、お気持ちが伝わって

くるおことばでした） 

（２）7ページ 

「全国の植樹活動、一人1本の木を植えよう」 

「環境保護と温暖化防止」は、極めて重要なこと

であるということを、昨年の「国際協議会」でラ

イズリー会長は強く訴えられました。 

（３）12ページ 

福島、広島での植樹の記事がのっています。 

（４）14ページ 

ロータリー囲碁同好会として2000年2月にＲＩに

より承認されましたが、「日本・韓国・台湾・ハワ

イ」4ヶ国のロータリーの組織であります。東京ロ

ータリークラブ 太田清文さんが日本ロータリーの

幹事をしておられます。 

去る「4月22日(日)」に東京都市ヶ谷にある日本

棋院において「国際ロータリー囲碁大会」が開催

されました。今回は、韓国と日本のロータリアン

約70名の参加により、国際色ある大会となりまし

た。今回参加できなかったハワイと台湾の支部長

さんからの祝電が読み上げられました。初級クラ

スでは東京銀座ＲＣ福田氏が優勝されましたが、

中級と上級クラスでは韓国側が優勝しました。  

囲碁に言葉はいりません。表情、手振りでつたわ

ります。囲碁は知性と感性のゲームだと言われて

おります。山田規三生当クラブ名誉会員は、いつ

も囲碁は五感を磨くことが大切であり、そしてダ

メヅヌリがにおってくると云っておられます。 

 

 

 

 

親睦活動委員会 

 「最終例会ご挨拶」 

親睦活動委員長 坂田 兼則 

 

親睦活動委員会の坂田です。 

辰年度のクラブ例会も本日が最後

であります。 

親睦活動委員会の４大事業であり

ます、夏のビアパーティー、年末

クリスマス忘年家族会、春の親睦

旅行、そして本日最終例会です。 

 過去３回の親睦活動につきましては、ビアパー

ティーには、木畑親睦委員のご協力、忘年家族会

には、宇瀬親睦委員・山田名誉会員によるお手

配、春の親睦旅行には中川親睦委員による準備・

お気遣い等、親睦活動委員の皆さんや会員・会員

家族の皆さんの協力により、無事行ってこれまし

た。皆さんに感謝したいと思います。 

 本日の、親睦活動委員会の最後の行事でありま

す、最終例会には、中田親睦委員、宇瀨親睦委員

又、綿谷親睦委員の準備協力により、盛沢山の行

事・アトラクションが用意されております。会

委員会報告（6月 8日） 

 

時間 

 

委員会報告（6月 15日） 

 

時間 
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員・会員家族の皆様には心置きなく楽しんでもら

えることと思っております。どうぞお楽しみくだ

さい。 

 最後に、この１年間 親睦活動委員会の行事が

無事終えましたことに、会員・会員家族の皆様に

感謝もうしあげ、開会の挨拶とします。 

 ありがとうございました。 

 

社会奉仕委員会 

「堺南RC 第10回記念紙飛行機滞空競技大会報告」 

社会奉仕委員長 塩見 守 

 

 日時：2018年6月30日（土）   

AM10時～PM2時 

 場所：大泉緑地公園  

中央芝生広場 

 主催：堺南ロータリークラブ 

 後援：堺市・堺市教育委員会 

 協力：大泉紙飛行機クラブ 

 参加RC：堺東南RC、堺清陵 RC、堺北RC 

雨で1週間順延になりましたが、晴天に恵まれ最

高の大会になりました。 

堺北RCからは、山中会員、宇瀨会員、坂田会員、

池永会員、笹山会員ご夫婦、中田会員、計 7名が

参加させて頂きました。 

競技大会参加は、愛育社、泉ヶ丘学園、清心寮の

児童参加数約70名以上。大泉紙飛行機クラブのメ

ンバー約15名の指導を受けて協議を進行して頂き

ました。3年生、4年生、5年生、6年生別で何秒

飛行するか、3回の合計勝負です。 

会員の皆様には、暑い中テントの設営等の準備、

撤去ご苦労様でした。11月3日の囲碁大会の宣伝

もしておきました。 

 

2018-19年度親睦活動委員会 

「2018-19年度 ビアパーティー開催のご案内」 

2018-19年度親睦活動委員長 中田 学 

 

 ７月には、いよいよ堺北ロータ

リークラブの新年度が始まりま

す。 

2018～19年度最初の親睦活動委員

会事業であります、ビアパーティ

ーを下記の通り開催いたしますのでご案内申し上

げます。 

どうぞご家族ともどもお誘いあわせの上ご参加下

さいますようお願い申し上げます。 

記 

日 時 ： 平成３０年７月２８日（土） 

  受付 午後7時00分 開会 午後7時30分 

場 所 ： 大阪マリオット都ホテル 19階  

『ライブキッチン COOKA（クーカ）』 

大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１

（あべのハルカス内） 

参加者 ： 会員・ご家族・ファミリー会員 

登録料 ： 会員・フアミリー会員 7,000円 

      ご家族 5,000円（中学生4,000円）   

小学生以下 無料 

＊出欠は7月13日(金)例会時までにお返事下さ

い。 

☆集金は7月20日(金)よりさせて頂きます。 

 

 

2018-19年度親睦活動委員会・社会奉仕委員会 

「合同委員会報告」 

2018-19年度親睦委員長 中田 学 

2018-19年度の親睦活動委員会、社会奉仕委員会の

合同委員会を行いましたので、下記の通りご報告

いたします。親睦活動委員会では、毎月当番 2名

と年間行事の予定の報告と意見交換を行いまし

た。 

社会奉仕委員会では、今期の社会奉仕活動予定の

確認と意見交換を行いました。 

記 

日 時：平成３０年６月２９日（金） 

場 所：すし亭「幹」 １８：３０～ 

出席者：坂田・山中・國井・奥野・宇瀨・城岡・ 

木畑・綿谷・塩見・中川・小西・藤永・ 

中田（13名） 

以上 

 

 

 

 

辰 正博会員 来週は最終例会です。皆様ありが 

とうございます。 

那須宗弘会員 宇瀨さん、すばらしい標語、ありが 

とうございました。 

宇瀨治夫会員 ちょっといいことある様な予感が 

SAA報告（6月 8日） 

 

時間 
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します。 

中田 学会員 那須会員、嶽盛会員、昨日はありが 

とうございました。 

米澤邦明会員 下取りの車にガソリン満タンだっ 

たので、思い付きで白浜まで走った 

ところ、パンクで走行不能・・・ 

白浜から電車で帰り、車はレッカー 

車で帰りました。 

結局、ガソリン代より高く付きまし  

た。 

濵口正義会員 最終例会欠席の為。 

       辰会長御苦労様でした。 

藤永 誉会員 辰会長、池永幹事、中川 SAA、 

       ありがとうございます。 

笹山悦夫会員 ゴルフで初めて 100を切ることがで 

きました。皆様のお陰です。 

ありがとうございました。 

            合計 ２２，０００円 

 

 

 

松岡 史子様 何時もお世話になります。来期も

宜しくお願い致します。 

城岡キヌ子様 会長、幹事、役員の皆様一年間お

世話になりましてありがとうござ

います。主人は今日も、こよなく

愛する愛媛に行っています。1年に

何回も会う同窓会？それって楽し

いのかな？ 

辰 正博会員 一年間ありがとうございました。 

澤井久和会員 今年度、会長 辰様、幹事 池永様、 

SAA 中川様、ご苦労様でした。 

次年度、ご迷惑すごく掛けます。 

堀畑好秀会員 辰会長、池永幹事、中川 SAA、坂田 

親睦委員長、御苦労様でした。 

池田茂雄会員 辰会長、池永幹事、一年間ご苦労様 

でした。 

最終例会 1800回記念例会を祝して。 

國井 豊会員 今年度、色々とありがとうございま 

した。来期もよろしく。又、皆出席 

30 年以上も続ける事が出来ました。 

那須宗弘会員 辰会長はじめ池永幹事、中川 SAA1年 

間御苦労さまでした。今日は、ゆっ 

くりおくつろぎ下さい。 

宇瀨治夫会員 辰会長、池永幹事、中川 SAAおつか 

れさん。本日の最終例会では大変お 

世話になります。関大応援団に元気 

をもらいます。 

城岡陽志会員 今日は愛媛クラブの行事で松山に 

います。きれいなオネーさん達と楽 

しいゴルフです。和歌山のドンファ 

ンに負けぬ様、遊びます。小金（コ 

ガネ）持ちの堺のドンファンより。 

北側一雄会員 会長幹事役員の皆様一年間お疲れ 

様でした。ありがとうございました。 

嶽盛和三会員 拡大例会にご出席のお客様が来期 

入会が決まりそうです。宇瀨さん、 

中田さんありがとうございました。 

小西幹夫会員 今年度は例会を多く休みました。 

来年度もよろしく。 

中田 学会員 辰会長、池永幹事、中川 SAA、1年間 

御苦労さまでした。 

無事着岸できましたね。 

中川 澄会員 皆様1年間ありがとうございました。 

藤永 誉会員 辰会長、池永幹事、中川 SAA、お疲 

れさまでした。澤井会長、坂田幹事、       

笹山SAAよろしくお願いいたします。 

            合計 ８８，０００円 

 

 

 

（１） 配布物   

・週報  ・ロータリーの友6月号 

 

 

 

「幹事退任 挨拶」 

幹事 池永 隆昭 

2018 年 6 月 30 日をもちまして 

幹事を退任させて頂きました。 

在任中は 会長をはじめ 会員各位

様には、各方面にてお世話になりあ

りがとうございました。 

色々と不備、不手際も多々あったと思います。 

誠に申し訳ありませんでした。 

既に新年度となっており、新会長・幹事様のもと各

委員会も早くから始動されているようであり、各活

動が実り多き年になるよう、ご祈念申し上げます。 

SAA報告（6月 15日） 

 

時間 

 

幹事報告（6月 8日） 

 

時間 

 
幹 事 報 告 

 

時間 
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持ち回り理事会 

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. 永富久紀様 入会について － 報告 

2. 地区補助金専用口座 設置について － 承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第2640地区 

2018-2019年度ガバナー事務所開所のご案内 

・開所日   2018年 7月2日 (月) 

・業務時間  午前10時～午後5時 土日祝休み 

・住所    〒640-8331 和歌山市美園町 

3-34 けやきONE 301号 

・ＴＥＬ     073-426-2640 

・ＦＡＸ     073-426-2660 

・Ｅ-mail      kashihata@rid2640g.com 

        gov2018-2019@rid2640g.com 

（どちらのアドレスを使っていただいても結構です） 

・ＨＰアドレス http://rid2640ｇ.com/kashihata/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

時間 

 

2017-2018年度 
最終例会の様子 

 

2018.6.15 

於：南海グリル 東店 

堀畑会員の乾杯のご発声で、宴会スタート！ 
宇瀨会員のご子息 大翔君と関西大学應援團の皆さん 

大迫力の演舞・演奏に元気をいただきました！ 石垣島みーくんライブ♪ 唄って踊って大盛況！ 

2017-18年度もありがとうございました。2018-19年度もよろしくお願いいたします。 
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会　　　　長 (役員) 澤井久和 クラブ奉仕 (理事)

会長エレクト (役員) 木畑　清 職業奉仕 (理事)

副　 会　 長 (役員) 山中喜八郎 社会奉仕 (理事)

幹　　　　事 (役員) 坂田兼則 国際奉仕 (理事)

Ｓ 　Ａ　 Ａ (役員) 笹山悦夫

会　　　　計 (役員)

副幹事　小西幹夫

副ＳＡＡ　平野祥之

相談役会 幹事　宇瀨治夫

委員会名 委 員 長

会員増強委員会 嶽盛　和三

 クラブ奉仕部門

親睦活動委員会 中田　学

　担当理事 中田　学 広報委員会 米澤邦明

ホームページ委員会 池田 茂雄

出席委員会 塩見　守

 職業奉仕部門

　担当理事 那須宗弘

 社会奉仕部門 　 社会奉仕委員会 藤永　誉

　担当理事 藤永　誉 　 新世代委員会 平野祥之

国際奉仕委員会 綿谷伸一

 国際奉仕部門
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 山中喜八郎

　担当理事 綿谷伸一 木畑　　清

会長直轄委員会 囲碁大会準備委員会
委員長

宇瀨治夫

同好会名

写真同好会

ゴルフ同好会

歩こう会

グルメの会

囲碁同好会

　 伝統文化愛好会

中田　学

2018年～19年度 理事役員・委員会委員一覧表

理　　事　・　役　　員

那須宗弘

藤永　誉

綿谷伸一

そ　 の　 他
直前会長  辰　正博（役員） 直前幹事 池永隆昭

(会計監事　池田茂雄)

構成員は主として
会長経験者

目的＝クラブ発展に向けての提言及び
人材育成

部　　門 副委員長 委　　　　員

綿谷伸一
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

城岡　陽志
堀畑・山中・小西・平野・木畑・泉谷　　・
塩見・藤永・中川

塩見　守 池田・嶽盛・中川

中川　  澄 國井・宇瀨・田口

藤永　  誉 笹山・塩見

　 職業奉仕委員会 那須宗弘 宇瀨治夫 城岡・塩見

綿谷伸一 三上・那須・奥野

塩見　守 池田・綿谷・中田

平野祥之 嶽盛・泉谷・小西・宇瀨

堀畑　好秀 濵口・嶽盛・塩見

副委員長
塩見･藤永･平野

会員全員

　 米山奨学委員会
池田茂雄 北側・小西

米山カウンセラー　　 米澤邦明

塩見　守

同  好  会

代表世話人 世話人

藤永   　誉 米澤

塩見   　守 藤永・中田

藤永   　誉 奥野・木畑

中川   　澄 藤永・笹山・綿谷

木畑　   清 小西

池田　茂雄 宇瀨

2018～19 年度 理事役員・委員会委員一覧表    
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2018～19 年度 卓話予定表    
 

 

日  付 行    事 卓 話 者 日  付 行   事 卓 話 者 

2018年 
7月6日(金) 会長就任挨拶・会員総会 澤井久和会長 

2019年 
1月3日(木) 例会・開口神社参拝 － － － 

  13日(金) 第1回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ  ー 各委員長 4日(金) 3日に例会変更 － － － 

  20日(金)  池田会員 10日(木) 堺9RC新春合同例会 
於：アゴーラリー

ジェンシー堺 

  27日(金) 28日に例会変更 － － － 11日(金) 10日に例会変更  

28日(土) ビア・パーティ 
於:大阪マリオット

都ホテル(天王寺) 
18日(金)  木畑会員 

8月3日(金) クラブ協議会 寺﨑ガバナー補佐 25日(金)  田口会員 

10日(金) 休会・定款第8条 － － － 2月1日(金) 国際奉仕フォーラム 綿谷伸一委員長 

  17日(金) 会員増強月間 嶽盛和三委員長 8日(金) 第2回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ  ー 各委員長 

  24日(金)  塩見会員 15日(金)  中川会員 

31日(金)  辰 会員 22日(金) テーブル会議 － － － 

9月7日(金) 新世代フォーラム 平野祥之委員長 3月1日(金) 社会奉仕フオーラム 藤永 誉委員長 

  14日(金) ガバナー公式訪問 樫畑直尚ガバナー 8日(金) 
9 日の出羽ノ海部屋ちゃん

こ例会に変更 
－ － － 

  21日(金) 休会・定款第8条  9日(土) 出羽ノ海部屋ちゃんこ例会 於：祥雲寺 

  28日(金)  池永会員 15日(金)  堀畑会員 

10月5日(金) 職業奉仕フォーラム 那須宗弘委員長 22日(金)  城岡会員 

12日(金) フアイヤサイドミーテイング － － － 29日(金) 31日の親睦家族旅行に変更 － － － 

19日(金)  國井会員 31日(日) 親睦家族旅行（日帰り） － － － 

26日(金) 28日の地区大会に変更 － － － 4月5日(金) ロータリー雑誌フォーラム 米澤邦明委員長 

28日(日) 地区大会 於：Ｈグランヴィア和歌山 12日(金) 拡大例会  

11月2日(金) 3日囲碁フェスタに例会変更 － － － 19日(金)  三上会員 

3日(祝・土) 第8回子ども囲碁フェスタ・堺 於:サンスクエア堺 26日(金) 休会・定款第8条 － － － 

9日(金) ロータリー財団フォーラム 山中喜八郎委員長 5月3日(金) 祝日休会 － － － 

16日(金)  宇瀬会員 10日(金)  奥野会員 

23日(金) 祝日休会  17日(金)  中田会員 

30日(金)  小西会員 24日(金) 
第3回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 

(次年度の為の)  
次年度各委員長 

12月7日(金) 
年次総会･ 

上半期を顧みて 
澤井久和会長 31日(金) 第4回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ  ー 各委員長 

14日(金) 15日忘年家族会に例会変更 － － － 6月7日(金) 会長退任挨拶  澤井久和会長 

15日(土) 忘年家族会 
於：シェラトン都ホテ

ル大阪（上本町） 
14日(金) 15日の最終例会に変更  

21日(金) 休会・定款第8条 － － － 15日(土) 最終例会 於：南海グリル 

28日(金)   休 会 － － － 21日(金) 休 会  

   28日(金)   休 会  

準備の都合上、卓題は必ず２週間前までに事務局へお知らせ下さい。 


