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前回の例会 

2018年 8月 3日(金)第 1805回 

『 クラブ協議会 』 

国際ロータリー第 2640地区 

ガバナー補佐 寺﨑勝彦様（堺 RC） 

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  

中川 澄会員(10日) 中田 学会員(30日)  

奥野美津子様(3日) 辰 由華様 (5日)  

國井 藤子様(7日)  永富 絹代様(17日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

 

2018年 8月 17日第 1805号 

 

2018年 8月 17日(金)第 1806回 

卓 話 「会員増強フォーラム」 

卓話者  嶽盛 和三 

今週の歌  「それでこそロータリー」 

「堺北ＲＣの歌」 

「おさななじみ」 

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（８月度）  

塩見 守会員(第６回) 

 

 
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：塩見 守 

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 8月 24日(金)第 1807回 

卓 話 「里親支援について」 

卓話者 児童養護施設 清心寮 

  里親支援専門相談員 溝川 記子 様 

紹介者  塩見 守 会員 

 

 

次週の例会 

 

時間 

 

＜8月 3日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            29名 
出席会員            21名 
欠席会員               8名 

  ゲスト            1名 
  ビジター           1名 

7月  6日(金)の出席率     93.10％ 
7月 13日(金)の出席率     85.71％ 
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国際ロータリー第 2640地区 

ガバナー補佐 寺﨑 勝彦 様 

 

堺ロータリークラブの寺﨑で

す。 

今年度 樫畑ガバナー年度の

ガバナー補佐の大役を拝命致し

ました。 

何分にも能力不足でございま

すが一生懸命つとめさせて頂きます。 

当日、私がお話しさせて頂きした要約は、下記の

通りです。また、当日お伝え出来なかったことも少

し追加させて頂きました。 

① 今年RI会長バリー・ラシン氏のテーマは、 

「インスピレーションになろう」です。ロータリ  

ーは、世界平和の縮図であり、国々が従うべきモ 

デルです。 

私にとって、ロータリーは単なる「モデル」でな 

くインスピレーションです。 

ロータリーは、可能性を指し示し、そこに到達す  

る意欲を引き出し行動を通じて世界のインスピ 

レーションになるための道を拓いてくれるので 

す。 

第2650地区刀根PDGは、ロータリーの友６月号 

に、ラシン会長のテーマの解釈について分かりや 

すく「人の心に火をつけるリーダーになろう」「ロ 

ータリアンの心を奮い立たせよう」「モチベーシ 

ョンを高めるリーダーになろう」と説いておられ 

ました。今年度、皆様お一人お一人がこのテーマ 

を心に、実践に向けて努力して頂けたら幸いです

② 樫畑ガバナーのテーマは、「ロータリーを楽しも 

う」です。 

ガバナーのテーマ、目標等につきましては貴クラ 

ブ公式訪問時、直接ガバナーから詳しいお話しが 

あると思います。 

③ 国際ロータリーが提供するロータリアンのため 

のホームページ「My Rotary」 への登録により、 

RIの情報を共有するとともに、世界中のロータリ 

アンと繋がるため、「My Rotary」の登録のテンポ 

を進めて下さい。当面５０％が目標です。 

現在堺北ロータリークラブは、１０．７１％です。 

④ 会員を増やし、ロータリーの重要な活動を多く

の人に知ってもらうため、ロータリーデーをもう

けましょう。ロータリーメンバー以外の人にロー

タリーPR出来る場をもうけたいものです。案がご

ざいましたらご連絡お願い致します。 

⑤ 堺北ロータリークラブの重点目標 ４大奉仕を 

実行、推進して下さい。 

 

 

 

 

 

会長 澤井 久和 

 

本日は、会員の皆様、又、ガバ

ナー補佐 寺﨑様、この猛暑の中

例会に出席、クラブ訪問頂きあり

がとうございます。 

何かと世間では、タコ焼き、ボ

クシング等いろいろ悪いことが聞

かれますが、本当に何事にもフェアーに出来ない

かと思っている今日この頃であります。私が言う

な！と言われそうですが・・・ 

又、全国高校野球も56校で開催されますが、素

晴らしい試合を希望しますし、感動を与えてくれ

るものと信じています。 

さて、本日の席順は血液型で分類させて頂きま

した。未だ知らない人もおられるかもしれません

が、今日は皆様もよくご存じだとは思いますが、

血液型の話で、少し皆様と笑いの一つでもあれば

と思い、お話をさせて頂きます。正直に自分の胸

に手を当てて、あるあると表現して下さい。 

まず簡単に性格をまとめてみました。 

【A型】 

 協調性抜群で気遣いができる誠実な人。 

 キレイ好きで、真面目さん。 

【O型】 

社交的で人気者。行動力もあっておおらか。 

負けず嫌い。 

【B型】 

 自己中心でマイペース、時間にルーズでトラブ 

ルメーカー。素直。 

【AB型】 

 変人でクール。こだわりがある。天才肌。 

 

私は、信じておりませんし、こういう占いは嫌い

なんです。 

いつも私は思います。人間は常に合わせてしまう

クラブ協議会 

会長の時間 
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という欠点があると思います。気をつけてほし

い。この個性を活かして仕事にロータリーにお役

立てていってほしいと思います。 

最後に血液型はともかくとして、血液サラサラに

しておいて下さい。 

 

 

  

 

 

国際奉仕委員会 

「カンボジア スナーダイ・クマエ孤児院 

           絵画展に参加して」  

国際奉仕委員 嶽盛 和三 

 

8月3日（金）例会、理事会終了

後、中田会員、那須会員、綿谷国際

奉仕委員長、私 嶽盛と事務局の5

人で、甲南大学 甲友会館まで行

き、絵画展を鑑賞、協賛金を届けて

まいりました。 

この絵画展も2008年から始まり、今年は記念すべ

き10回目。学校で美術の授業がないカンボジア

で、孤児院で子どもたちに絵画に触れる時間を取

り入れ、毎年日本の支援者の皆さんに子どもたち

の成長を感じていただいたり、カンボジアに興味

を持っていただく場として開催を続けておられま

す。私は10年前からご縁があり、開催第1回目を

思い出しますと、最近では子どもたちの絵は立体

感や遠近感も取り入れるようになり、色鮮やか

で、とても明るいイメージで、変化を感じます。 

残虐なポル・ポト時代が遠くなり、大きく変わり

ゆくカンボジアですが、今も格差のため一向に減

らない経済孤児が社会問題となっているようで、

その中で、孤児たちのお母さんとなり、多くの子

どもたちを巣立たせていく孤児院責任者、和歌山

出身のメアス博子さんの頑張りに敬服いたしま

す。 

暑い中、ご参加いただきました皆様、ありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

「7月西日本豪雨災害 救済募金箱のご報告」  

社会奉仕委員長 藤永 誉 

 

2週にわたり標記の募金を募った

ところ、４０，０００円でした。 

 皆様のご協力に感謝いたします。  

 また、平野会員のお父様より過分

なご寄付をいただきましたことを

ご報告申し上げます。 

送金先は、一番救済を必要とされる被災地、被災

者へ直接届くよう、検討しておりますので、改め

て後日ご報告いたします。 

 

 

 

 

澤井久和会員 寺﨑ガバナー補佐ご訪問ありがと 

うございます。 

東谷さん、ようお越し下さいました。 

入会お待ちしております。 

國井 豊会員 米澤様、堺市特別功労表彰を受賞さ 

れ、たいへんおめでとうございます。         

又、家内の誕生を祝って頂き、あり 

がとうございます。 

北側一雄会員 寺﨑ガバナー補佐、堺北ＲＣによう 

こそ！！ 

澤井会長のお話拝聴にまいりまし 

た。 

那須宗弘会員 ガバナー補佐様ようこそお越し下 

さいました。本日宜しくお願い致し 

ます。 

城岡陽志会員 今月から受付当番です。皆さんあま 

り早く来ないように！！ 

中田 学会員 寺﨑ガバナー補佐ようこそ堺北Ｒ

Ｃへ。本日宜しくお願い致します。 

坂田兼則会員 寺﨑ガバナー補佐、本日はありがと

うございます。又、東谷様よくおい

でいただきました。 

奥野圭作会員 寺﨑ガバナー補佐さん、本日はあり

がとうございます。又、家内の誕生

祝いありがとうございました。 

嶽盛和三会員 寺﨑ガバナー補佐様、ご来会ありが

とうございます。城岡会員増強副委

員長様、入会予定者の方とご同伴あ

りがとうございます。 

委員会報告 

 

時間 

 

SAA報告 

 

時間 
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濵口正義会員 ビア・パーティー、腰痛がひどく参

加できなくなり、申し訳ありません

でした。 

藤永 誉会員 東谷さん、ようこそお越しください 

ました。 

平野祥之会員 本日は寺﨑ガバナー補佐、お越し頂 

きありがとうございます。また東谷 

さん、ようこそお越しくださいまし 

た。ありがとうございます。 

           合計４３，０００円 

 

 

 

 

（１） 本日の配布物   

・週報  ・清心寮夏期研修のご案内 

・2018-19年度 会員手帳 

・アッセンブリー資料 

 

 

 

 

第２回定例理事会 

    

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） 

日 時  ２０１８年８月３日（金）例会後 

場 所 「南海グリル天兆閣別館ローズ」 会議室 

議 案   

１．7月度９ＲＣ連絡会報告（別紙）- 承認            

２．堺市民オリンピック協賛の件 - 承認 

３.「平成30年７月豪雨」義捐金について 

・クラブ基金より30万円+自主寄付金４万円+ 

平野会員の父上の会社より10万円＝  

合計４４万円 を城岡会員の故郷の愛媛県西予 

市野村町へ義捐金送付 - 承認 

４．慶弔時規定（案）について（別紙）- 承認 

５. ロータリー財団地区補助金審査についての報 

告 - 確認 

６．その他 

  ・本日例会参加いただいた城岡会員の知人の 

東谷麗子氏の入会承認（入会届本日受理 後 

日押印）の件 - 承認 

 

７月度９ＲＣ連絡会議事録 

 日時：平成30 年7月 17 日（火）16：30～ 

 場所：サンパレス3Ｆ  

 議 案（審議事項はありません） 

１． ガバナーエレクト 中野 均様（堺東ＲＣ） 

よりご挨拶 

２．「第８回子ども囲碁フェスタ堺」のご案内 

（堺北ＲＣ） 

・チラシ・ポスター配布 

３．世界文化遺産ＰＲ 幟(のぼり)デザインコン 

クールについて（堺おおいずみＲＣ） 

４．その他 

 各クラブ会長より、本年度の方針を発表して 

頂きました。 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告 

 

時間 

 

そ の 他 

 

時間 

 
8月奥様誕生祝い  國井 豊 会員 

 

8月度米山奨学金支給 フォンさん 

 

今週の歌  

「おさななじみ」 

歌 ：デュークエイサス 

作詞：永 六輔 

作曲：中村八大 

おさななじみの 想い出は 

青いレモンの 味がする 

閉じるまぶたの そのうらに 

おさない姿の 君と僕 

例 会 風 景 


