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本日の例会

前回までの例会
2018 年 11 月 3 日（祝・土）第 1816 回
第 8 回子ども囲碁フェスタ・堺
於：サンスクエア堺・Ａ棟２階

2018 年 11 月 9 日（金）第 1817 回

時間
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

＜11 月 3 日(祝・土)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
1名
ビジター
0名
10 月 12 日(金)の出席率
96.55％

今週の歌 「君が代」
「奉仕の理想」
「バースデーソング」
お客様紹介・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（１１月度）

2018 年 10 月 27 日(土)・28 日(日)第 1815 回
RI 第 2640 地区 2018-19 年度 地区大会
於：ホテルグランヴィア和歌山

田口 隆会員(12 日) 木畑 明子様(16 日)

＜10 月 27 日・28 日(土･日)の出席報告＞
会 員 数
29 名
出席会員
14 名
欠席会員
15 名
ゲスト
0名
ビジター
0名
10 月 5 日(金)の出席率
86.21％

〇結婚記念祝い（１１月度）
宇瀨治夫会員(3 日) 米澤邦明会員(4 日)
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)

次週の例会

2018 年 10 月 25 日（木）第 1814 回
4 クラブ合同例会(堺南･堺東南･堺清陵･堺北 RC）
於：アゴーラリージェンシー堺 3F 利休
＜10 月 25 日(木)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
1名
ビジター
0名
9 月 28 日(金)の出席率
89.66％

2018 年 11 月 16 日（金）第
時間 1818 回
卓 話 「

未定

」

卓話者 宇瀨 治夫 会員

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）

-1-

2018 年 10 月 12 日（金）第 1813 回
例会変更 同日夜間例会 18：30～
「ファイヤーサイドミーティング・
永富久紀会員 歓迎会」
於：南海グリル天兆閣別館 4F「ローズ」
〇皆出席表彰（１０月度）
堀畑好秀会員（第３８回）
國井 豊会員（第３２回）
＜10 月 12 日(金)の出席報告＞
会員数
29 名
出席会員
21 名
欠席会員
8名
準会員
1名
ゲスト
1名
ビジター
0名
9 月 14 日(金)の出席率
96.55％

2018 年 10 月 5 日（金）第 1812 回

創立記念を祝して乾杯
卓 話 「 職業奉仕月間フォーラム 」
卓話者 職業奉仕委員長 那須宗弘
今週の歌 「君が代」
「奉仕の理想」
「バースデーソング」
お客様紹介・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
小西幹夫会員(9 日) 平野祥之会員(11 日)
堀畑好秀会員(14 日) 三上尚嘉会員(18 日)
嶽盛和三会員(19 日)
城岡キヌ子様(4 日) 濱口 良子様(19 日)
〇結婚記念祝い
池田茂雄会員(12 日)山中喜八郎会員(19 日)
＜10 月 5 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
0名
9 月 7 日(金)の出席率
86.21％

卓 話（10 月 5 日）
「 職業奉仕月間フォーラム 」
～ 今年度の職業奉仕委員会について ～
職業奉仕委員長 那須宗弘
6 月に職業奉仕委員長の任を頂
き、早三ヶ月、未だ三ヶ月と言うの
が実感です。
私なりに今迄同じロータリアンの
人々から見聞きした事を少しお話し
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させて頂きたいと思います。確か 7～8 年前のロー
タリー学入門と言う本に、職業奉仕とは？と言う事
を話されたガバナーの深川氏によりますと、職業奉
仕は難しいとか、職業奉仕は解らないと言う言葉を
時々耳にされたそうです。その事について職業奉仕
は、ロータリーの専門用語であり、専門技術概念で
ありますから解りにくい面があるのかも知れませ
ん、と書かれておられました。そしてこうも言われ
ておられます。ロータリアンは皆職業人であります
から、真面目に職業を営む限り、職業倫理の尊守と
いうことを避けて通ることはできない筈であり、職
業の根底に倫理をおくという考え方が、職業奉仕の
根本原理なのであります。したがって職業奉仕は社
会奉仕とは異なり、優れて精神的な奉仕類型であり、
「ロータリーの奉仕の根幹をなすものであります。
」
以上は深川氏の書かれたものです。どうでしょう
か？淡々と書かれていますが、まだ私には難しく思
われます。でも頭の中にこの事を置いて、これから
の数ヶ月間ではありますが、この委員会の仕事を進
めていきたいと思っています。
私は祥雲寺の住職として檀家様より御布施を頂
き幾許かの所得を得て生活をしております。それは
自分のためのものであり奉仕というものは世のた
め人のためのもの、即ち自分以外の＂人のためのも
の“であろうと考えます。同じ職業奉仕委員の面々
もそしてここの集われているロータリアンの皆様
も同じ考えであろうと思います。＂世のため人のた
めに奉仕する心をもって職業を営むべし”を心に留
めて置きたいと思います。
年度初めに提出致しました活動方針・活動計画につ
いて少しお話させていただきます。活動方針としま
して会員皆様の職業においてどのような事で人の
ために奉仕できるのかを考えご協力を頂きながら
積極的な活動が出来る様に進めていきたいと思い
ますと述べました。今、どこ迄これを実践できてい
るのかを振り返ると反省すべき点も多くあり、今一
度委員会のメンバーと話す必要があると思ってお
ります。
活動計画の方も色々考えるに当たり不安も拡が
り、メンバーと会員の皆様のご協力が不可欠である
ことを実感しております。奉仕活動の実施に向けて
一致団結して頑張っていこうと思っておりますの
で、ご協力よろしくお願い致します。8 月には社会
奉仕委員会の藤永委員長と協力し祥雲寺の住職と
して清心寮の子ども達を招き、一日研修を実施致し
ました。藤永委員長には多大なご協力を頂き、午後
４時過ぎに帰りを見送った時は、子ども達からまた
来たいとの声を聞き嬉しく思ったものです。しかし、
一方でこれは私の職業を通じて社会に奉仕するこ

とが職業奉仕ではなく社会奉仕ではないかと考え
ますと、線引きが難しく悩みの種となることでもあ
ります。
又、次に考えています親睦活動委員会の皆様と協
力して一緒に企業研修を行うことを予定しており
ます。まだまだ話し合いの途中ですが、親睦委員会、
職業奉仕委員会の知恵を出し合い、知恵を絞りより
良い研修会が出来ます様にしたいと思っておりま
す。その時はどうぞよろしくご協力の程をお願い致
します。
最後になりますが、パーシー・ホジソンの「奉仕
こそわがつとめ」という本の中にいい言葉がありま
すのでご紹介致します。どの委員会の皆様にもロー
タリアンの心として当てはまる様な気がします。
「泥棒は人のものを取る。しかし、取られた人は決
して何も取られていない。泥棒は自分の心を盗むの
である。詐欺ペテン師は人を騙さない。自分の良心
を騙すのである。この傷は生涯癒えることはないで
あろう」
有難うございました。
追記 初めて職業奉仕、社会奉仕等々人様の話し
やら本の引用をして話させて頂きましたが、人の言
葉を借りる事なく、自分の言葉で皆様に聞いていた
だける様勉強して参りたいと思います。

第 8 回子ども囲碁フェスタ・堺（11 月 3
日）
囲碁大会準備副委員長 藤永 誉
秋の朝、窓をあけると心地よい風
が流れ込み、さあはじまるぞとつぶ
やきながら空を眺める。
半年間入念に準備をし、この風のよ
うに、あっという間に過ぎていった
日々を思い返し、ご協力いただいた皆様に感謝し当
日が始まりました。
今日は、
「第 8 回子ども囲碁フェスタ堺」の日
11 月 3 日は、文化の日、囲碁フェスタにふさわしい
日取りで天気も良く、この日に設定したことを
喜ぶことができました。
10 時の集合に少し早いかなと思いながら会場に
到着したところ、もうすでに 5 名の会員と事務局
坂上さんが荷物の搬入を始めてくれていました。
早速本番モードにスイッチを入れ会場設営に取り
掛かりました。今年もたくさんの子どもたちの笑顔
と碁盤を見つめる真剣な眼差しを見れることに
ワクワクしながら受付の準備を整えていきました。
-3-

正午、階段を早足で上ってくる男の子の姿が
「さあ」と会員全員の気を引き締めてくれます。
受付でチェックを済ませた子どもたちに参加賞を
渡すと「ありがとう」と言ってくれます。
その度に「囲碁フェスタとロータリーやっていてよ
かった」と思うことができます。囲碁をしている子
どもたちは、礼儀もちゃんと身についていると感じ
ることができました。
今年も元気な子どもたちが、入門教室、名人戦にご
参加いただき、会員 18 名、米山奨学生、事務局、元
事務局員、会員の奥様には、お忙しい中、救護班を
ご担当いただきました。
また、日本棋院より山田名誉会員をはじめとし、
総勢 8 名の先生方にお越しいただきました。
開会式が植木先生の司会で始まり、今年の地震、台
風の復旧で休みもなく寝る間も惜しんでお仕事を
している澤井会長の挨拶、今年度就任されました堺
市の中谷省三教育長より囲碁をされる子どもたち
への期待と人と人の対局の大切さをお話いただき、
堺北クラブ名誉会員の山田規三生九段が
子どもたち、保護者の皆さまからの熱い視線を受け
ながら挨拶、また、文化の日でお忙しいところ北側
会員よりルールと会場のご説明をしていただきま
した。
対局開始！A クラスの部屋では、佐々木六段が緊迫
した空気の中、見守っていただきました。
B・C クラスには、山田九段が入り、入門クラスに
は佃五段が初歩の初歩から丁寧にご説明いただき
ました。
堺東囲碁クラブの皆さまにも子どもたちのご指導
にご協力いただきました。
あとから聞いたのですが、今年の入門クラスは、呑
み込みの早い子どもたちが多かったそうです。
16：10 すべてのクラスが終了し、閉会式が始まりま
した。
各クラスの入賞者に賞状とトロフィー、メダル、副
賞を授与し記念撮影をしました。そのあと抽選会で
も子どもたちに楽しんでいただきました。
今回も成功に終わり、ご後援いただきました
堺市教育委員会様、堺市子ども会育成協議会様、堺
商工会議所様、日本棋院様、ご協賛いただきました
各企業様、団体様にはこの場をお借りしまして、厚
く御礼申し上げます。
また、来年も「第 9 回子ども囲碁フェスタ堺」の成
功に向けて会員一同努力してまいりますので、ご協
力の程、よろしくお願い申し上げます。

会長の時間（10 月 5 日）

会長の時間（10 月 27 日・28 日）

会長 澤井 久和

「地区大会参加の報告」
会長 澤井 久和

本日も例会出席ありがとうござい
ます。先週はどうしても仕事の都合
上出席出来ず、申し訳ありませんで
した。
又、山中副会長には、代わって、会
長の時間をして頂きありがとうござ
いました。すごく上手にお話された事と思っており
ます。
本日、会長の時間ですが、段々話すことが無く、
行き詰っているところです。何せ、人間暗く、口下
手で、話題が無いもので、すみません。
しかし、例会の度に、まだまだ台風が来ているの
もおかしなものですね。
最近では、京都大学特別教授の本庶 佑 氏がノ
ーベル医学生理学賞に選ばれました。記者会見の時
に言われた言葉が、
「基礎研究が応用に繋がること
は決してまれではないと実証できた。サイエンスは
未来への投資だ」と強調。
「落ち着いていろいろ考え
ると幸運な人生を歩いてきたと思う。こういう人生
を二度やりたいと思うくらい充実していた」
奥様は、
「主人を支える側に回り、ノーベル賞を受賞
する結果となり、大変うれしい」と話されました。
私も、ロータリーでも、仕事でも、家庭でも、こう
いう風な事を言える様に頑張っていきたいと思い、
会員の皆様も同じ気持ちをもっていただきたいと
思います。

会長の時間（10 月 12 日）
会長 澤井 久和
本日のファイヤーサイドミーティングは、大変遅
くなりましたが、7 月 20 日にご入会下さいました永
富久紀会員の歓迎会を行いたいと思います。
永富会員はロータリー歴が私より長く、国際奉仕
活動も活発になされ、ロータリーの事を熟知されて
います。そんな永富会員が北クラブに入っていただ
き、これからご一緒に活動できることは、嬉しく、
楽しみです。どうぞよろしくお願いいたします。
今日は、中田親睦委員長の計らいにより、普段の
4 つの円卓ではなく、永富会員との親睦はもちろん
のこと、会員同士も親睦を深められるよう、大きく
2 つのテーブルにしていただいています。
どうぞ、永富会員を囲みながら、楽しいひと時にな
りますようお過ごしください。
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2018-2019 年度国際ロータリー第 2640 地区
地区大会が 10 月 27 日㈯、28 日㈰、ホテルグラン
ヴィア和歌山で開催され、2 日間出席、参加してま
いりました。今回の地区大会は例年とは違い、午後
1 時から始まり、樫畑ガバナーの開会宣言、点鐘、
ＲＩ会長代理 大阪ＲＣ所属 立野純三氏の挨拶と
ＲＩ現況報告があり、その次に国連ＵＮＨＣＲ協会
中村 恵氏より「国連難民高等弁務官事務所とは？
私達にできる支援」の講演を頂き、引き続き島根益
田西ＲＣ所属 松本祐二氏からの「ポリオ撲滅への
道、
これまでとこれから」
の講演を、
その次に第 3350
地区ノンケームＲＣ お馴染みの礒部寿一氏の「国
を超えた心の繋がり」の講演にて堺北ＲＣの宣伝も
していただきました。
2 日目に入り、ＲＩ会長代理、ガバナーからのＲ
Ｉ地区現況報告、その次には各部門表彰があり、堺
北ＲＣは色々な部門で多数表彰頂きました。
（下記
参照）
最後に地区大会記念講演で「オリンピックレガシ
ーとロータリー」という事でミズノ(株)ＰＤＧ水野
正人氏（東京ＲＣ所属）から 1 時間以上の講演を頂
きました。
2 日間、しっかり参加して思ったことは、地区大
会午後から開催するというスケジュールがとても
すばらしく充実した地区大会が開かれたと思いま
す。是非次年度もこのスタイルをおすすめします。
又、地区大会、会員の皆様のご参加を希望致します。
クラブ表彰（7 部門）
【ポリオ・プラス寄付優秀クラブ】
・一人当たり 67.74 ドル （地区内第 2 位）
【100％ロータリー財団寄付クラブ】
(計 22 ｸﾗﾌﾞ)
【
「毎年あなたも 100 ドルを」クラブ】(計 19 ｸﾗﾌﾞ)
【End Plio Now】(計 3 ｸﾗﾌﾞ)
「歴史に 1 ページを刻もう」キャンペーン支
援クラブ（1,500 ドル以上寄付クラブ）
【米山奨学金寄付優秀クラブ】
・一人当たり 27,392 円 （地区内第 3 位）
【米山功労クラブ】(1 ｸﾗﾌﾞ)
【米山奨学金 4 千万円達成クラブ】(1 ｸﾗﾌﾞ)
個人表彰（7 名）
【ロータリー財団表彰者】
・小西幹夫会員(Ｐ) ・北側一雄会員(2)

・奥野圭作会員(2) ・坂田兼則(2)
・山中喜八郎会員(3)
【米山功労者表彰】
・嶽盛和三会員(Ｍ) ・濵口正義会員(Ｍ)

委員会報告
広報委員会
時間
「
「ロータリーの友・10 月号」の紹介
広報副委員長 塩見 守

会長の時間（11 月 3 日）

「ロータリーの友 10 月号」を紹介
させていただきます。
まず、左開き（横書き）の 3 ページ、
ＲＩ会長からのメッセージとして、
ポリオ撲滅に関する記事が載って
おります。ポリオ撲滅という夢はも
う手の届くところにあります。しかし、私たちには
まだまだすべきことがたくさん残っています。今月、
10 月 24 日の世界ポリオデーに合わせ「End Polio
Now」の取り組みを後押しするよう呼び掛けていま
す。共に参加し、ポリオのない世界を実現するイン
スピレーションになりましょう。とのメッセージが
掲載されています。
6 ページ、
「ロータリーとは」と題しまして、ロータ
リーの誕生とその成長、日本のロータリーについて
載っています。
13 ページ～20 ページにかけて、
「よねやまだより」
特集米山月間の記事が掲載されています。半世紀を
越え受け継がれるバトンとして、新旧理事長対談、
ロータリー米山記念奨学会資料、米山梅吉は本年生
誕 150 年を迎えました、といった記事の構成になっ
ています。米山梅吉は 20 代 アメリカでの 8 年と
して、サンフランシスコでの生活、アメリカでの苦
学、英語で落語を一席、日本の教養と心について、
詳しく載っています。米山梅吉記念館は、2019 年 9
月に創立 50 周年を迎えたそうです。
36 ページ、第 47 回ロータリー研究会が神戸で開催
されるそうです。神戸ポートピアホテルにて、11 月
18 日（日）～21 日（水）の開催です。本研究会に
は、バリー・ラシンＲＩ会長夫妻ならびにマリオ・
セザール・マルティンス・デ・カマルゴ財団管理委
員夫妻を迎え、バリーＲＩ会長には「インスピレー
ションになろう」
、マリオ財団管理委員には「世界で
よいことをしよう」というテーマで基調講演をして
いただけるそうです。
次に、右開き（縦書き）の 4 ページ～8 ページ、地
域資源を活かした復元力のあるまちづくりとして、
（公社）日本建築士会連合会会長 三井所清典様の
記事が載っています。都心でも立派な森がつくられ
る日本、生業の生態系の保全、木造建築の勧め、に
ついて掲載されています。
9 ページ～12 ページ、
「クラブを訪ねて」大阪堂島
ロータリークラブの紹介として、例会を月 2 回にす

「第 8 回子ども囲碁フェスタ・堺 開会の挨拶」
会長 澤井 久和
本日はお忙しい中、
「第 8 回子ども囲碁フェス
タ・堺」にご参加くださいまして、誠にありがと
うございます。ご来賓の堺市教育長の中谷省三
様、地域教育支援部 部長 橘 健一様、ご多用の
ところありがとうございます。また、ご父兄の皆
様もお付き添い、ご参加感謝いたします。
見るからに、子どもさん達は囲碁が強そうに見
えて仕方ありません。また学校の成績もさぞ良く
て、ＡＩ知能にも負けないように思えてなりませ
ん。本日は経験者の方は今までの成果を存分に発
揮していただき、また初めての方は囲碁を修得し
ていただき、また興味を持っていただきたいと思
っております。それとお付き添いのご父兄の方々
もこれを機会に、囲碁を知らない方は興味を持っ
ていただき、覚えて帰っていただきたいと思って
おります。
また、参加してくれている皆ともお友だちになっ
て下さい。
私たち堺北ロータリークラブは、会員数 29 名で
さまざまな奉仕活動をさせていただいておりま
す。まずロータリークラブは日本だけでなく、全
世界にあり、200 以上の国と地域でクラブ数は
33,000、約 120 万人の会員数で構成され、活動を
しております。堺北ロータリークラブとしまして
は、この囲碁フェスタ、仁徳天皇陵清掃、タイ国
には毎年、小学校へ浄水器の寄贈設置と、その他
いろいろな活動をしております。児童の皆さん、
ご父兄の皆様、この囲碁フェスタをきっかけに堺
北ロータリークラブを周知していただき、今後共
よろしくお願いします。
それでは今日一日楽しんでいって下さい。
山田九段はじめ日本棋院の方々、いつもありが
とうございます。子ども達をよろしくお願いいた
します。
堺北ロータリークラブのスタッフの皆様、毎年の
計画、企画ありがとうございます。
簡単ではございますが、開会の挨拶とさせて頂き
ます。それでは開会いたします。
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る決断、100 歳の長老会員が理解示す、の記事が掲
載されています。この中で、会員増強のヒントが書
かれています。当堺北ロータリークラブでも会員増
強は大きな課題ですので、参考になると思います。
ご一読下さい。

ロータリー財団委員会
「世界ポリオデー」
ロータリー財団委員長 山中 喜八郎
地球がヒステリーを起こした様な、
天候不順が続き、其の上台風が、これ
でもか、これでもかと押し寄せてく
るので、気をそちらに取られている
間に何時の間にか、秋になっていて、
朝はかなり寒いですね。
台風で、皆様方も幾分かの被害に遭われたと、推測
し、心よりお見舞い申し上げます。
さて、私がここに立ちますと、
「ポリオ」でござい
ます。
10 月 24 日は、
「世界ポリオデー」でございます。毎
年ポリオデーはしていますのに、今年に限って、わ
ざわざ「世界ポリオデー」を申し上げるかといいま
すと、世界 12 万人のロータリアンが一斉に、ポリオ
を取り上げますと、メディアは動き、ポリオを多く
取り上げますので、世界中の人達に、より多く見て
もらう事(即ち宣伝効果が大)で効果的です。
又、世界中で、世界ポリオ撲滅推進計(GPEI)、世
界保健機構 WH0)、国連児童基金 (UNICEF),
米国疾病対策センター(CDC)そしてビル&メリンダ・
ゲイツ財団がそれぞれの「世界ポリオデー」を推進
します。しかしロータリーはなんと言ってもポリオ
撲滅運動の先駆者です。率先して、模範を示す必要
があります。
それと、9 月 7 日から、映画「ブレスしあわせの
呼吸」が公開されています。当クラブでは、映画館
に足を運び鑑賞して頂きたいのと同時に、
「ＤＶＤ」
を手に入れて、会でも鑑賞できればと思っています。
これからが大切です。
そうしますと、ポリオの寄付の季節です。我がク
ラブの予定表をみますと、ズーと何かがあり、出来
ず、11 月 9 日は、私の「ロータリー財団フォーラム」
がありますので、この日と思っています。堀畑さん
の許可は頂いていませんが、今年も、堀畑柿は満開
です。ご期待頂いて良いのではないかと思います。
ご清聴有難う御座いました。
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社会奉仕委員会
「第４回 “ダメ ゼッタイ”募金のご報告」
社会奉仕委員長 藤永 誉
10 月度の「ダメ ゼッタイ」募金を
行いました。
募金金額は、６，０００円でし
た。皆様のご協力に感謝いたしま
す。

「仁徳天皇陵清掃奉仕活動報告」
塩見 守
平成 30 年 11 月 4 日（日）
、第 26
回仁徳天皇陵古墳の清掃ボランテ
ィア活動に参加しました。9 時 15 分
に集合していただき、掃除道具を下
ろして準備を行いました。9 時 30 分
から、榎校区自治連合会、下原会長
の開会挨拶に始まり、堺市副市長、北側衆議院議員
（会員）と挨拶をいただいた後、清掃の諸注意など
を聞いて、それから各団体の持ち場に分かれて清掃
活動が始まりました。堺北ＲＣはいつも通り、南側
（大仙公園側）拝所前の端から端までの範囲を担当
しました。参加人数は、会員 8 名、会員家族 4 名、
ファミリー会員 1 名、
ガールスカウト 7 名の総勢 20
名でした。秋晴れの下、みんなで力を合わせて行う、
この活動はとても気持ちよく行えます。しかし、こ
の日は気温が高く、始まってすぐに上着を脱いで、
皆さん汗だくになって一生懸命に作業してくれて
いました。本当にありがとうございます。百舌鳥古
市古墳群が世界遺産の登録目前ということで、関係
者の皆様は特に気持ちが入っていました。私たちも
この活動を通じて、応援したいと思っています。次
回は春の 3 月に予定しておりますので、皆様のご参
加をお願いします。
会員参加者 池田・池永・北側・坂田・笹山・塩
見・城岡・中田（8 名）

SAA 報告（10 月 5 日）
堀畑好秀会員 堺北ＲＣ創立 38 周年心よりお慶び
申し上げます。時間
國井 豊会員 創立 38 周年おめでとうございます。
又、台風が来ています。台風は家内
よりこわいです。
那須宗弘会員 本日卓話どこに向かってしゃべる
か判りませんが、御放免下さい。
合計１８，０００円
◆米山奨学会 特別寄付・・・米澤邦明会員

SAA 報告（10 月 12 日）

その他
時間

永富久紀会員 今日このような場を持って頂き、
時間
ありがとうございます。今後とも
よろしくお願いします。
澤井久和会員 永富さん、末永くよろしく！！
池田茂雄会員 永富会員の歓迎会を祝して。ご活躍
をお祈りいたします。
國井 豊会員 永富会員、おめでとうございます。
30 年以上もロータリーにお世話に
なり、ありがとうございます。
今後ともよろしく。
那須宗弘会員 永富さんご入会おめでとうござい
ます。これからは仲良くして下さい。
山中喜八郎会員 永富会員よろしくお願い致しま
す。
城岡陽志会員 永富さんいらっしゃい！
畑中さん復帰ありがとう。
今月号の日経ビジネスに載ってい
ます。見て下さい。
辰 正博会員 永富さん、ご入会おめでとうござ
います。
坂田兼則会員 永富さん、いつも早い例会出席、
ありがとうございます。
奥野圭作会員 永富さま、ご入会おめでとうござい
ます。末永くよろしくお願い申し上
げます。
嶽盛和三会員 久し振りに出席させていただきま
した。秋は寺院法要が多く欠席ばか
りで申し訳ございません。
藤永 誉会員 地区大会記念ゴルフ罰金です。
笹山悦夫会員 永富会員、入会おめでとうございま
す。これからもご指導よろしくお願
いします。
池永隆昭会員 永富さん、堺北へようこそ。
ゴルフ罰金です。
合計 ５３，０００円
◆米山奨学会 特別寄付・・・嶽盛和三会員
濵口正義会員

SAA 報告（10 月 25 日）
出席会員（18 名）
時間
タイのノンケームＲＣ、ロイエットＲＣ、ノンタ
ブリーＲＣ、パラポカオＲＣの皆様、遠い所よう
こそいらっしゃいました。歓迎いたします。
合計１８，０００円
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第４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１０月５日（金）例会終了後
場 所 「南海グリル天兆閣別館ローズ」 会議室
議 案
１．9 月度 ９ＲＣ連絡会報告 － 承認
２．堺清陵 RC より
「堺かるたの会」普及の為の協賛金(各クラブ１
万円)依頼の件 － 承認
３. 大阪府立大学日本語弁論大会に係る後援名義
使用承諾並びに寄附依頼の件
・後援名義使用については、承認、寄付につい
ては 不承認
４．指名委員会「2021-2022 年度」会長人選につい
て
・中川会員を推薦 幹事については中川会員
の推薦待ち１０月中に持ち回りにて指名委
員会を実施し、41 年度会長幹事及び
2019～2020 年度新役員を指名する
2019 から 2020 年度新役員については、木畑
次期会長・中田次期幹事にて人選
１０月度９ＲＣ連絡会議事録
日時：平成 30 年 10 月 11 日（木）14：30～
場所：ホテル アゴーラリージェンシー堺 3Ｆ
議案
１．
「里親支援について」認知ご協力のお願いの件
（堺北 RC）
・堺北 RC より説明ののち、児童養護施設清心寮
溝川氏より協力の依頼あり。
２．第 25 回府立大学留学生日本語弁論大会後援名
義使用並びにご寄付のお願いの件（堺 RC）
・堺 RC より紹介ののち、大阪府立大学留学生
後援会長 寺迫氏より後援名義使用許可と寄
付の依頼あり。
後援名義については、同席上にて、各クラブ
より了承頂く。
今年度は、堺 RC 担当のため、堺クラブより審
査員１名出席。
３．新春合同例会のご案内（堺東 RC）
・ホストクラブ堺東 RC より、堺９RC 新春合同例
会のご案内あり。
日程 平成３１年１月１０日（木）

場所 ホテルアゴラリージェンシー堺
４階 ロイヤルホール
４．堺シティオペラより、後援名義使用許可のお
願い（堺 RC）
堺９RC の申し合わせ事項「共有事業」に明記
の通り堺シティオペラ定期公演の堺９RC とし
ての後援名義使用を許可する。
５．
「堺かるたの会」の件 （９月度議題）
・寄付をするクラブは、直接 堺清陵 RC へ連
絡。
６．１２月度堺９RC 連絡会に懇親会を開催する提
案の件（堺東南 RC）
・１２月度堺 RC 連絡会後に懇親会を開催。

11 月 3 日 第 8 回子ども囲碁フェスタ・堺
堺
市
教
育
長
中
谷
様

↓入門教室の様子

↑名人戦の様子

日時は、１２月２１日（金）夕刻より。
後日、ホスト堺東南 RC より案内あり。
１
０
月
５
日
例
会
に
て

１
０
月
皆
出
席
表
彰
國
井
豊
会
員

日本棋院の先生方

10 月 12 日 ファイヤーサイドミーティング・永富会員歓迎会

名人戦Ｂクラス上位３位

名人戦Ａクラス上位３位

名人戦Ｃクラス上位３位

11 月 4 日 仁徳天皇陵清掃活動

10 月 27 日 地区大会 第一日目

10 月 25 日（木）4 クラブ合同例会の内容を記載した
週報は、ホストの堺清陵ＲＣより作成いただけます。

-8-

