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本日の例会

前回の例会
2018 年 11 月 9 日（金）第 1817 回

2018 年 11 月 16 日（金）第 1818 回

時間

卓話者 宇瀨 治夫 会員

卓

話「ロータリー財団月間フォーラム」

卓話者 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 山中喜八郎

今週の歌 「堺北ロータリークラブの歌」

今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」

「ブルー・シャトウ」

「バースデーソング」

お客様紹介・出席報告・

お客様紹介・出席報告・会長の時間・

会長の時間・委員会報告・

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告
〇会員・奥様誕生祝い（１１月度）

幹事報告・ＳＡＡ報告

田口 隆会員(12 日) 木畑 明子様(16 日)

〇皆出席表彰（１１月度）

〇結婚記念祝い（１１月度）

池田茂雄会員（第３６回）

宇瀨治夫会員(3 日) 米澤邦明会員(4 日)

次週の例会

中田 学会員(18 日) 塩見 守会員(18 日)
奥野圭作会員(19 日)三上尚嘉会員(23 日)

2018 年 11 月 30 日（金）第 1819 回
卓話者

＜11 月 9 日(金)の出席報告＞
会 員 数
29 名
出席会員
18 名
欠席会員
11 名
ゲスト
0名
ビジター
0名
10 月 25 日(木)の出席率
93.10％

時間
2018 年度米山奨学生

ドゥアン ティ・フォン様
紹介者 小西 幹夫 会員
＊11 月 23 日（金）は祝日の為、休会です。

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）
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「 田口会員がお元気になられました 」

もうそろそろ、
「ポリオデー」ご寄付頂いた方にお
礼に、堀畑さんのご了解はまだ頂いていませんが、

今年春から、病気療養中でした田口 隆会員

「堀畑柿」と言うブランド柿を差し上げたいと思っ

が、本日より例会出席いただけることになり、

ています。只、柿がまだ熟していませんので、だい

ご挨拶いただきました。

たい第 3 週もしくは第 4 週と思っています。どうぞ

闘病中は、お辛いことも多かったと思います

よろしくお願い致します。

が、快気されたとのこと、心よりお祝い申し上げ
ます。

来年は、
「ポリデー」には、地区を巻き込み、少し
大きな事を財団委員会で、練って、もっと、この活
動を一般の方々にも御知り頂ける様に、広げたいと
思います。ポリオ撲滅の取り組みで、
「ロータリーク
ラブ」の存在と、
「世界には現在もポリオが存在し、
ロータリークラブが、撲滅の為に懸命に活動してい
る事を知って頂く、其の為に何をせねばならないか
を、財団委員会でしっかりお話頂き、さすがと言わ
れる、財団委員会を作りあげればと、思っています。

卓 話

RＩの役員である、小沢一彦ポリオプラス委員会
委員の報告では、日本 RC は現金と DDF(地区財団活

「 ロータリー財団月間フォーラム 」

動資金)を合わせると年間 300 万ドル(約 3 億 3000

ロータリー財団委員長 山中 喜八郎

万円)以上を寄付しています。その上に、ゲイツ財団
から 2 倍のマッチングがありますので、1 の寄付が

財団のフォーラムをさせて頂
くのは、今回で 4 回目になります。
4 年連続で財団委員長を仰せつ
かっています。

3 になるので、これを最大限活用するは、DDF をポリ
オプラス基金に寄贈すればと思います。
現在残っている、ポリオ常在国は、
「ナイジェリア」
「アフガニスタン」
「パキスタン」です。中でも、ナ

さて、本日のフォーラムですが、
過去 3 年で、1 冊の本になるぐらい、お伝えしてき

イジェリアは殆ど発生していません。
アフガニスタンは予防接種を受けていない子供

ました。今年も同じことをしゃべらせて頂く事に、

が多く、最も課題の多い国だと言えます。パキスタ

「立冬がすぎましたが、
」少し飽き(秋)が来ており

ンはワクチンの拒否を減らす活動が成果を出して、

ます。今の(洒落)おわかり頂けましたか。

大きく減っています。

いろいろな方と相談しましても、財団と言うのにほ

ユニセフのポリオ根絶プログラム代表のアキー

とんど変わりがないので、同じ事をお伝えすればと

ル・マイヤー氏は言います、
「私達がポリオ撲滅活動

言うご判断でした。如何ですか。

で、築いてきた保険システムは、エボラ出血熱など

少し違った話でもいいですかね?

の外の感染症の防止にも大いに役立っており、これ

実を申し上げますと、このお話を頂いた時には、

までの努力は決して無駄になっていません、
“歴史

来月これも 4 年連続ですが、RI の会長さんに、お会

を作るカウントダウン”既に始まって居ます。一緒

い出来る講演会に今年も申し込みましたので、そこ

にポリオ撲滅し、お祝いしようでは有りませんか。

で、ネタを掴んでと思っていましたが、幸いな事に、

『ロータリー 最良の時』

「今年は神戸ですので。
」残念な事に、講演会の方が、

その先頭にいた母親が娘を手渡した先には、RI 会

もう 10 日程後なんです。

長ジェームス・ボーマーの姿があった。いたいけな

そこで、今回は「ポリオデー」もありましたので、

赤ん坊の顔をみながら、ボーマーはその子にそっと

其の事のお話をしたいと思っています。まず、その

ワクチンを 2 滴たらすと母親に返した。其の時ボー

前に、
「ポリオデー」のご寄付をお願いしたいと思

マーは誰かが、誰かが、自分のズボンを引っ張るの

います。

を感じた。見ると、そこには車椅子に座った幼い少
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年がおり、その腕と足はポリオのまひで衰えている。

度地区大会にご参加いただきありがとうございま

少年はボーマーにこう言った、
『有難う、ロータリー

した。

有難う。その子は、僕の妹なんだ。
』思いもよらない

大会二日目には表彰があり、当クラブはクラブ表

この少年の言葉が、ボーマーにそしてロータリー全

彰 7 部門、個人表彰 7 名と、多くの表彰をいただ

体に最も深い影響を与える事となる。
」

き、度々澤井会長が壇上に上がるのがどんなに忙
しいかったことか。
堺北 RC がとても誇らしく感じ、これは、地区内に

ファイヤーサイドミーティング・
永富会員歓迎会（10 月 12 日）

も堺市内のロータリークラブにも刺激を与えたこ
とと思います。皆さんのご努力に感謝いたしま
す。ありがとうございました。

会員 永富 久紀

委員会報告

本日は私のために、このような
場を設けていただきありがとうご

時間
社会奉仕委員会

ざいます。
この度は、堺北ロータリークラ

「清心寮の子どもたちと

ブに入会させていただきありがと

ふれあいバーベキュー大会のご報告」

うございます。

社会奉仕委員長 藤永 誉

私は以前、美原ロータリークラブに入っていまし
た。
（平成 9 年に入会、平成 21 年に会長を経て、平

本日は晴天なり。秋晴れの大泉緑地

成 26 年まで在籍）

台風の影響があちらこちらに残って

堺北ロータリークラブの皆様と知り合うように

いて太い幹から折れた大木が 7 月 6

なったのは、私がＷＣＳ国際委員長の時でした。き

日の台風のすさまじさを思い出させ

っかけはタイ国でのＷＣＳ活動支援への参加でし

てくれます。

た。そこで堺北ロータリークラブの宇瀨さん、綿谷

いつものバーベキュー会場は、無事に使える状態に

さん、中田さんと知り合いになり「ＷＣＳ国際奉仕

ありました。そんな中清心寮の子どもたちを招いて

に協力してください」とお願いしたところ、快く引

のバーベキュー大会を開催しました。今回もたくさ

き受けていただけることになり、タイ国にパソコン、

んの子どもたちが参加してくれました。

教科書、鉛筆をと現地まで参加していただきました。

窯に炭をいっぱい入れて火をおこしていると、子ど

あの時は本当にありがとうございました。

もたちから「やりたい！」と言われ、団扇や段ボー

私と堺北ロータリークラブの皆様とのお付き合

ルのきれっぱしで一生懸命に仰いでくれました。お

いは国際奉仕から始まりました。今後もその活動は

かげですぐに炭がいこり、バーベキュー準備の完了

続けていって欲しいと思います。

です。

今後ともよろしくお願いいたします。

お肉、野菜、焼きそばをどんどん焼きます。
美味しそうに食べてくれてありがとうございます。

会長の時間

ひと段落して米澤会員がポン菓子の機材を持って
きていただいて子どもたちにとってはこちらの方

「 地区大会ご参加のお礼 」

がメインになるのでしょう。

副会長 山中喜八郎

準備段階から興味津々で覗き込みます。
「ポン！」という大きな音が公園中に響き渡り、で

先般 10 月 27 日(土)、28 日(日)に

きあがり。何回も材料があるのに、たらいの周りに

ホテルグランヴィア和歌山にて開催

集まって、争奪戦が始まります。

されました RI2640 地区 2018～19 年

最近、町では見かけなくなったポン菓子を口にいっ
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ぱいほうりこんで幸せそうな顔を見せてくれまし

米山奨学委員会

た。

「米山奨学生フォンさんご結婚について」

次年度もいい日にめぐりあえるといいのにな。

米山カウンセラー 米澤 邦明
今年度米山奨学生のドゥアン テ

親睦活動委員会

ィ・フォンさんが、今月、ご結婚さ

「例会変更及び忘年家族例会のご案内」

れることになりました。只今、結婚

親睦活動委員長 中田 学

式のため帰国されています。
11 月 30 日（金）はフォンさんの卓

早いもので今年もあと 1 ヶ月半と

話ですが、ご主人のレ マン トアンさん（ベトナム

なりました。

の方）もご一緒に来会され、皆さんにご紹介してく

恒例の忘年家族例会のご案内を下

ださるようです。

記の通り開催いたします。

フォンさんは、当クラブ例会や行事はもちろんの

お忙しい時期とは存じますが、皆様

こと、地区の行事にも積極的に参加され、先月 10/16

ご家族お誘いあわせの上、たくさんのご参加をお

には貝塚ＲＣにも卓話に招かれ、私も同席してきま

待ちしております。

した。とてもロータリーに貢献してくれていると感

準備の都合上 12 月 7 日（金）まで出欠の御返事を

じています。

お願いいたします。

そこで、ささやかではありますが、＂おめでとう“の
記

気持ちを込めて、メッセージボードを贈りたいと思

開催日時

１２月１５日（土）

います。皆さん、温かいメッセージを書き添えてく

場

シェラトン都ホテル大阪（上本町）

ださい。今週、来週の例会にて完成させたく思って

所

３F 明日香の間
受

付

18：00～

開

会

18：30～

会

費

会員及びファミリー会員 12,000 円

います。当日もちょっとしたサプライズを計画中で
すので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

SAA 報告

ご家族 10,000 円 中学生 8,000 円
小学生以下は無料
＊尚、12 月 14 日（金）の例会は、上記忘年家族例

田口 隆会員 おかげ様で回復の方に向いており

会へ変更させていただきます。

ます。長い間ご心配をおかけしまし
てありがとうございました。
堀畑好秀会員 田口さん、元気にお帰りなさい！お
見舞いも行けず、失礼しました。大
変な闘いだったのですね。
國井 豊会員 田口会員、元気なお顔見せて頂き、
安心しました。
那須宗弘会員 田口会員お久し振りです。会えて嬉
しいです。
山中喜八郎会員 田口さんの退院をお祝いして。
宇瀨治夫会員 お疲れ様でした。子ども囲碁フェス
タ・堺、皆様にはお世話になりまし
た。有難うございます。
田口会員ヤッホー！！元気がなに
より・・・
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城岡陽志会員 田口さん、元気になっておめでとう。
中田 学会員 田口さんおかえりなさい。心配して
いました。元気そうですね。
坂田兼則会員 田口さん、お帰りなさい。
米澤邦明会員 お祝いしないといけませんね。
奥野圭作会員 田口さん、お帰りなさい。大変うれ
しく思います。無理をせずにぼつぼ
つと行きましょう。
嶽盛和三会員 しばらく振りです。今日はメークア
ップではありません。例会に出席で
す。
塩見 守会員 先日は囲碁フェスタ・堺と仁徳清掃
活動にご参加下さいまして、ありが
とうございます。
田口会員お久し振りです。お元気そ
うなお顔を見れてうれしいです。
笹山悦夫会員 田口さん、うれしいです。
合計 ６２，０００円
◆米山奨学会 特別寄付・・・米澤邦明会員
嶽盛和三会員
（３）堺南ＲＣより今後の例会開催のご案内
堺南ＲＣは諸事情により、２０１９年１月より
しばらくの間、例会は原則として第１・第３

幹 事 報 告
時間

月曜日となります。
２０１９年４月はクラブ事情により第２・第４

（１）本日の配布物

月曜日と致します。

・週報

時間･例会場につきましては変更ありません。

・堺北ロータリークラブ活動報告チラシ
（
「子ども囲碁フェスタ・堺」にてご父兄に配布
したものです。
）

そ の 他
時間

（２）堺９RC 新春合同例会・新春互礼会のご案内
標記の件、下記の通りご案内を申し上げます。

第５回定例理事会

ご多忙とは存じますが、何卒ご来臨くださいま

理事会構成メンバー

すようお願い申し上げます。

澤井、木畑、山中、坂田、笹山、塩見、中田、

記

那須、藤永、綿谷、辰、小西、平野、池永

日 時： 平成３１年１月１０日(木)

（会計監事 池田）

新春合同例会 １１時００分～

日 時 ２０１８年１１月９日（金）例会終了後

新春互礼会

場 所 「南海グリル天兆閣別館ローズ」 会議室

１１時４５分～

場 所：ホテルアゴーラリージェンシー堺４階
ホストクラブ：堺東ＲＣ

議 案

※出欠締切は 11 月 30 日(金)までです。

１． 10 月度 ９ＲＣ連絡会について ― 報告
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２． 2018 年度米山奨学生 ドゥアン ティ フォンさ
んご結婚お祝いの件
・当日のお祝いに関しては米澤さんに一任（花束
準備）
１１月３０日までに会員より任意でお祝い金
（2.000 円）を集める
３. 創立 40 周年記念準備委員会の立ち上げについ
会員誕生祝い（１１月度）田口 隆会員

て
・４０周年の会長（山中）
・幹事（塩見）に準備委
員会設置の時期（山中会員においては本年度下
半期に立ち上げたい）
・及び委員会の構成員に
ついては、山中会員・塩見会員に一任
４． 今後の「子ども囲碁フェスタ・堺」開催日程に
ついて
・Ｈ.19 年１月ごろに囲碁準備員会の反省会議に
て協議

結婚記念祝い（１１月度）代表 宇瀨治夫会員

５. その他

ふれあいバーベキュー大会 11 月 10 日（土）

・親睦委員会 中田委員長より、12 月 15 日の忘
年家族会は、シェラトン都ホテルに決定とのこ
と。

ハイライトよねやま 224 号より
2019 学年度奨学金申し込み状況
2019 学年度のロータリー米山記念奨学金（学
部・修士・博士／地区奨励）には、指定校 539 校
（
「地区を超えた指定校」の重複含む。前年度 534
校）から 1,384 人（1,355 人）が推薦されまし た。
被推薦者の国籍・地域は、中国 50.9％ （53.5％）
、
ベトナム 13.2％（11.7％）
、韓国 9.3％（9.4％）
、
そのほか、台湾、ネパール、マ レーシア、インド
ネシアの順となっています。 ベトナムは昨年と同
様、申し込み段階で韓国を 越えて、国籍別の第 2

今週の歌「ブルー・シャトウ」

位となりました。
被推薦者の奨学金別応募状況は、博士課程 21.2％
(20.5％)、修士課程 37.9％(42.7％)、学 部課程
38.7％(35.0％)、大学以外の教育機関を 対象とす
る「地区奨励奨学金」には、8 地区 13 校から計
32 人の応募がありました。 11 月中旬に各地区へ
応募書類を郵送し、1 月 末日までに地区選考委員
会による書類選考・面 接試験が実施され、新規・
継続合わせて 2019 学 年度奨学生 850 人枠
（2018 年 11 月現在）が決定します。
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森と泉に囲まれて
静かに眠るブルー・シャトウ
あなたが僕を待っている
暗くて淋しいブルー・シャトウ
きっとあなたは紅いバラの
バラのかおりが苦しくて
涙をそっと流すでしょう
夜霧のガウンに包まれて
静かに眠るブルー・シャトウ

