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前回の例会 

2018年 9月 7日(金)第 1809回 

卓 話 新世代月間フォーラム 

卓話者  新世代委員長 平野祥之 

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(９月)  

 那須宗弘会員(2日) 澤井久和会員(7日)  

 米澤邦明会員(11日) 

 北側 和代様(13日) 小西恵子様(18 日)  

 米澤  洋子様(21 日)  

〇結婚記念祝い(９月)  

 北側一雄会員(9日) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 9月 14日第 1809号 

 

2018年 9月 14日(金)第 1810回 

「 ガバナー公式訪問 」 
  RI第 2640地区ガバナー 

    樫畑 直尚 様（和歌山 RC） 

今週の歌  「日も風も星も」 

「堺北ＲＣの歌」 

「遠くへ行きたい」 

お客様紹介 

 ・RI第 2640地区ガバナー 樫畑直尚様 

・  〃  地区代表幹事 山本進三様 

・  〃  ガバナー補佐 寺﨑勝彦様 

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 (９月) 

 坂田兼則会員（第１２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：池田茂雄 

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 9月 21日(金)は休会 

2018年 9月 28日（金）第 1811回 

卓話者 RI2640地区国際奉仕委員長 

中野 一郎様 （堺清陵 RC） 

紹介者 池永 隆昭 会員 

＜9月 7日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            29名 
出席会員            20名 
欠席会員               9名 

  ゲスト            0名 
  ビジター           1名 

8月 17日(金)の出席率     89.66％ 

 

次週の例会 

 

時間 
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ノンケーム RC礒部 寿一 様 

 

ノンケーム RCで本年度理事と国

際奉仕委員長をしております、礒

部トーマスです。 

先ず最初に、この度の台風21号に

より亡くなられた方のご冥福をお

祈りすると共に、多大なる被害を

受け、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上

げます。1日も早い復旧復興を心より願っておりま

す。 

さて、本年度の国際奉仕について、ご説明させ

て頂きます。グローバルグラントに関しては、堺

北RCとロイエット RCで人工透析機設置プロジェ

クトでロイエット地区の病院に 2機を設置しま

す。堺清陵RCとノンケーム RCが長距離バスの終

着ターミナルにAEDを設置します。 

浄水器設置プロジェクトについて、2640地区の

7クラブにご協力を賜り、進めております。 

2640地区においては、樫畑ガバナーは元より、堺

清陵の中野国際奉仕委員長には地区内の調整役

を、初田財団委員長には、予算面でのサポートを

頂いております。 

また、宇瀬さん、綿谷国際奉仕委員長には、電話

やLINEで、ご指導を賜りながら進めております。

私もプロジェクトを成功させるべく、ロイエット

地区の病院に足を運び、透析を受ける患者さんに

ヒヤリングを行なったり、病院の院長に多くの質

問をぶつけたり、このグローバルグラントを成功

させるんだと言う想いで全力で頑張っております

が、堺北RCのメンバーお一人お一人のご理解とご

協力が無ければ、成功はなし得ないと考えており

ます。是非とも、お力添えのほどよろしくお願い

申し上げます。 

来月、25日にノンケーム RCとロイエットRCで、

総勢19名のメンバーが堺を訪問いたします。堺地

区の協力クラブの皆様と交流を深められればと考

えております。10月25日にお逢い出来ますことを

心待ちにしております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

ノンケームRC Dr.ウィルン会長からのお手紙

（原本は英文）を翻訳してご披露くださいまし

た。内容は右記の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 新世代月間フォーラム 」 

      新世代委員長 平野 祥之 

 

先日、地区のクラブ青少年奉仕関連

委員長会議があり、参加してきました。

昨年度も、ライラ研修セミナーにご参

加くださいました皆様方、誠に、有難

うございました。 

今年度の丸山地区青少年奉仕委員会委員長は、地

区として合同の活動をしたいという思いが強く、今

年度から２つ、新たに取り組みを行います。１つは、

献血です。来年 2 月 10 日（日）に行いますので、

皆さん、ご協力のほど、どうぞ宜しくお願い致しま

す。２つ目は、チームジビエというものです。和歌

山高等専門学校の学生さんを中心に、食べながらダ

イエットするという「ジビエ」を推し進めておられ

まして、地区の委員会としても、そのジビエをチー

ムとして取り組んでいくとのことです。 

また、例年行っている、合同クリスマス会は、12

月16日（日）の午後、岸和田浪切ホールにて開催し

ます。今年度は、ダンスを通じて、恥ずかしさを超

えて、内に持っているものを外に出そう！というテ

卓 話 
 

ゲストスピーチ 
 

堺北ロータリークラブ 

会長 澤井 久和 様 メンバーの皆 様 

 

本年度は、ロイエットRCと堺北RCが、2640地

区のDDFを使って『人工透析機設置プロジェクト』

をグローバルグラントで行います。また、ノンケー

ムRCとの浄水器設置プロジェクトを行います。堺

北RCの皆さまには、多大なるご支援を賜り、心よ

り感謝を申し上げますとともに、私たちは、とても

光栄に思っております。 

ロータリーの中心的な価値のひとつが、「仲間」で

す。このプロジェクトを通じて、2640地区 堺北RC

と 3350 地区ノンケーム RC、3340 地区 ロイエッ

トRC、異なる 3 つのクラブが、ロータリーのネッ

トワークとフェローシップによって、友情を育み、

素晴らしい機会を得ることが出来ると確信してお

ります。 

堺北 RC のメンバーの協力によって、堺北 RC、ロ

イエットRC、ノンケームRCが.目覚ましい発展を

遂げることを、ご祈念申し上げますと共に、私達 3

クラブが今後も大きな成功を収めるために、末永く

サポートして頂きますよう、心よりお願いする次第

です。 

RI 3350地区ノンケーム RC 会長 Dr.ウィルン 
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ーマで、開催されますので、皆さん、どうぞご参加

ください。 

 そして、今年度のライラ研修セミナーも、例年と

同じく、4 月下旬のゴールデンウィークに予定して

おります。今年も和歌山市立青少年センターにて開

催予定です。テーマは「食育 命の大切さ」です。

ライラ研修セミナーの参加者年齢が、10 代から 30

代と幅広く、特に、講演などは、２班に分けて、そ

れぞれに応じた話しを聞く方が、参加者のためにも

よいとのことで、講演などは２班に分けて、実施す

る予定です。皆さんのご参加を、お待ちしておりま

す。 

 いつも、青少年奉仕活動へのご参加、ご協力を、

どうもありがとうございます。 

 

 

 

会長 澤井 久和 

 

こんにちは。本日も例会出席あり

がとうございます。お疲れ様です。 

また嵐を呼ぶ男になってしまいまし

た。何故、例会前になると、こう何

かが起こるのでしょう。 

25年ぶりの台風、昨日の北海道の地震、被害被災

された方々には、お見舞い申し上げます。 

又、早い復旧がなされますようお祈り申し上げま

す。この台風で私の実家、阿倍野ですが、今は事

務所、倉庫として使用しておりますが、スレート

瓦が吹っ飛び、道路をはさんでお向かいの建物の

窓ガラスを割った次第であります。ケガはなくて

不幸中の幸いでした。 

台風の影響で夕方5時くらいから町内一画停電と

なり、家はともかく道の外灯もつかず、真っ黒で

した。本当に人の声もなく、虫の音もなく、真っ

暗で、何か恐ろしい感じがしました。映画を観て

いるような光景でした。 

仏壇からローソクを出してきて、久しぶりにお皿

にローソクを立て、1本で10分くらいは持ちまし

た。本当に電気、水道、ガス、ライフラインの大

切さが身にしみた次第です。原発反対とか言って

いる場合ではないと思います。結局電機は夜中2

時ころに通電しました。 

 世間では色々悪い事ばかりまだまだあります

が、今回の台風で町内の方々が日頃あまり顔を合

わさない、あまりしゃべらない、あまり親しくな

い・・・等ありますが、この時だけは、さすがに

皆さん協力し合って、瓦、土、トタン等台風で飛

んできた残骸を一生懸命片づけをしていました。

すごく良い雰囲気を見れた様な気がします。ロー

タリーに置き換えて、2640地区でもこんな雰囲気

になればと思います。 

楽しく、頑張りましょう！ 

最後にもっと良い話をします。 

まさしく今日、私のバースデー！！ 

Happy Birthday！！ありがとうございました。 

 

 

 

囲碁大会準備委員会 

「第 3 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 3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。 

日時：平成 30年9月28日（金）   

18：30～ 

場所：すし亭「幹」 

出席予定者：澤井・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：当日の役割分担について     

 

  

 

澤井久和会員 礒部様、遥々遠いところタイランド 

からお越しくださいました。 

ごゆっくりしてください。  

國井 豊会員 会員の皆様、今回の台風は凄かった

ですね。忙しくて目が廻りそうです。 

城岡陽志会員 明日、故郷で中学の同窓会です。 

       北輪会、欠席すみません。 

中田 学会員 礒部様ようこそ堺北 RCへ。 

綿谷伸一会員 トーマス礒部さん、ようこそ堺北ク

ラブへ。 

嶽盛和三会員 台風直撃大変でした。伊勢湾台風思

い出しました。私 8才でした。（1959

年です。） 

中川 澄会員 毎日、台風被害に関するご相談の電

話を頂きます。皆様、ご無事だった

でしょうか。 

           合計２２，０００円 

◆米山奨学会特別寄付 米澤邦明会員・嶽盛和三会員 

委員会報告 

 

時間 

 

SAA報告 

 

時間 

 

会長の時間 
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（１） 本日の配布物   

・週報 ・卓話資料 ・「第8回子ども囲碁フェ 

スタ・堺」名刺広告協賛の申込書 

（２）例会休会のお知らせ 

9月21日（金）の例会は休会です。 

＊同日10：00～11：30堺市市民交流広場  

Minaさかい（堺市役所前）に於いて、社会奉 

仕委員会より「秋の交通安全運動」を実施い 

たしますので、ご参加お願いいたします。  

（３）ご報告  

1989年度の米山奨学生 マナババ・シュレス 

タさんより台風のお見舞いメールをいただ 

きました。（下記） 

 

堺北ロータリーの会長様 

会員の皆様  

ご無沙汰しております。最近日本で発生している台

風とか地震とかでびっくりしています。皆様お元気

でいらっしゃる事と存じます。 

台風で関西の方も大分被害があるようで心配にな

りました。 

皆様くれぐれも自然災害にお気をつけてください

ますにお願い致します。取り急ぎご連絡まで。 

 マナ 

 

 

 

第３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９月７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   

１．8月度 ９ＲＣ連絡会報告（別紙）－ 承認 

２．4クラブ合同例会開催の件 

  10月25日（木）18：00頃～  

於：アゴーラリージェンシー堺 

ホスト：堺清陵ロータリークラブ 

  10月19日（金）の例会を上記10月25日 

（木）4クラブ合同例会へ変更する－ 承認 

３. 地区大会について 

（10月27日土曜日、28日日曜日 ホテルグラン 

ヴィア和歌山に於いて開催） 

・会員は、できるだけ２７日（土）に出席する 

 よう通知する。－ 承認 

４．その他 

 ・木畑会員より、地区米山奨学生卓話招聘の 

  お願いを説明 － 了承 

 

８月度９ＲＣ連絡会議事録 

日時：平成30 年8月9 日（木）16：30～ 

場所：アゴーラリージェンシー堺 25F「なにわ」  

議 案（審議事項はありません） 

堺おおいずみロータリークラブ、社会奉仕活動の

「百舌鳥・古市古墳群 世界遺産のための幟（のぼり）  

設置」に全クラブ協力。各クラブ会員に設置希望 

者、本数を聞き取りした後、堺おおいずみロータ 

リークラブに連絡。 

 

ゴルフ同好会活動報告 

        代表世話人 塩見 守  

 

平成30年9月8日（土）天野山カ

ントリークラブにて、「第 93 回北輪

会ゴルフコンペ」を開催いたしました。

参加人数は、会員8名、会員家族2名、

会員友人 6 名、ビジター2 名の総勢

18名でした。当日の天候は雨の予報で、心配してお

りましたが、ほとんど降ることなく、気持ちよくプ

レーすることができました。そのおかげか、皆様の

実力を甘く見ていたのか、1 位から 9 位までが、Ｎ

ＥＴでアンダーが出るハイレベルのコンペになり

ました。台風 21 号の影響で、ゴルフ場はいたると

ころで、木が倒れていたり、折れていたりと、いつ

もとは違いましたが、怪我をすることなく、無事に

終えることができました。結果は、優勝 宇瀨会員、

準優勝 鶴様、3 位 綿谷会員でした。今回も澤井

会長、中田会員、鶴様、山ノ内様、天野山カントリ

ークラブ様から、ご協賛

をいただきました。有難

うございました。そし

て、ご参加下さいました

皆様に感謝いたします。 

 

幹 事 報 告 

 

時間 

 

その他 

 

時間 

 

 

 


