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次回の例会

本日の例会
2019 年 1 月 18 日（金）第 1824 回
卓 話

「

時間
知らないベトナム

」

卓話者 2018 年度米山奨学生

2019 年 1 月 25 日（金）第 1825 回

時間
卓 話 「今年度の拡大例会について」
卓話者

ドゥアン ティ・フォン様

会員増強委員長

嶽盛 和三

前回の例会
2019 年 1 月 10 日（木）第 1823 回
堺 9ＲＣ新春合同例会
11：00 開会（10：30～受付）
於：ホテルアゴーラリージェンシー堺

紹介者 木畑 清 会員
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・

＜1 月 10 日(木)の出席報告＞
会 員 数
29 名
出席会員
17 名
欠席会員
12 名
ゲスト
0名
ビジター
0名
12 月 7 日(来)の出席率
89.66％

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告
〇会員・奥様誕生祝い（1 月度）
木畑 清会員( 2 日) 塩見 守会員(11 日)
奥野圭作会員(17 日)綿谷伸一会員(17 日)
宇瀬さゆみ様(13 日)中田のり江様(17 日)

2019 年 1 月 3 日（木）第 1822 回
例会変更及び 特別例会 開口神社参拝
10：30～ 開口神社境内

田口美保子様(19 日)
〇結婚記念祝い（１月度）
國井 豊会員(15 日) 池永隆昭会員(22 日)

＜1 月 3 日(木)の出席報告＞
会 員 数
29 名
出席会員
20 名
欠席会員
9名
準会員
1名
ゲスト
1名
ビジター
0名
11 月 30 日(金)の出席率
93.10％

小西幹夫会員(23 日)
◆ロータリー財団

表彰

國井 豊 会員…ポールハリスフェロー５
綿谷伸一会員…ポールハリスフェロー２

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-

卓 話 （12 月 7 日）

2018 年 12 月 15 日（土）第 1821 回
例会変更及び 忘年家族例会
18：00 開会（17：30～受付）
於：シェラトン都ホテル大阪（上本町）

「上半期を顧みて」
会長 澤井 久和

＜12 月 15 日(土)の出席報告＞
会員数
29 名
出席会員
21 名
欠席会員
8名
ﾛｰﾀﾘｰﾌｧﾐﾘｰ
1名
ご家族
30 名
ゲスト
3名
11 月 16 日(金)の出席率
96.55％

2018 年 12 月 7 日（金）第 1820 回
年 次 総 会
卓 話
「上半期を顧みて」
卓話者
会長
澤井 久和
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（12 月度）
泉谷一郎会員(4 日)
塩見直子様(3 日)
嶽盛幸子様(25 日)
堀畑キヌ子様(26 日) 澤井ふみ様(30 日)
〇結婚記念祝い（12 月度）
泉谷一郎会員(4 日)
＜12 月 7 日(金)の出席報告＞
会員数
29 名
出席会員
19 名
欠席会員
10 名
ゲスト
1名
ビジター
0名
11 月 9 日(金)の出席率
93.10％

年 次 総 会（12 月 7 日）
会長・候補者指名委員会 代表 澤井 久和
それでは、堺北ロータリークラブ細則第 5 条「会
合」第１節の規定に基づき、
「年次総会」を開催いた
します。議案は次の通りです。
１. 2019-20 年度理事・役員の件
（週報後方ページに掲載）
２． 2021-22 年度会長・幹事の件
会長候補に 中川 澄 会員
幹事候補に 綿谷 伸一会員
同意される方は、拍手をもって賛意を示して下さい。
会員数 29 名、出席会員 19 名で、クラブ細則第 5
条第 3 節の規定により定足しており、会員総会は有
効に成立。上記 2 議案、賛成多数で承認を得ました。
ご協力ありがとうございました。
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こんにちは。会員の皆様、体調の
方はいかがでしょうか。そろそろ本
格的に寒さが増してきますので気
をつけてください。
本日は「上半期を顧みて」という
ことでお話させて頂きます。
7 月 6 日から第一例会が始まり、会長就任あいさつ
をさせて頂き、本年度の堺北ＲＣでのテーマは「ロ
ータリーを楽しみ、健康で！！」という事と述べさ
せていただきました。この上半期、楽しんで頂いて
ますでしょうか？私は何も出来ませんが、例会に来
るのが楽しいという気持ちを持って頂けるように、
いつも考えすぎて、8 時間しか寝れません。
7 月 20 日は永富久紀会員の入会式。その時は「安
富さん」と言ってしまい、大変失礼しました。申し
訳ありません。
7 月 28 日（土）には中川会員のお声かけで、大阪
マリオットホテルでビア・パーティーを開催して、
ファミリー会員様も参加して頂き、美味しい、楽し
い、食事をさせて頂きました。この時は台風が来て
まして、
「嵐を呼ぶ男」と言ったのを覚えています。
8 月 3 日には、寺﨑ガバナー補佐がご来会され、
クラブ協議会を開催しました。
8 月 25 日（土）は祥雲寺さんで清心寮夏期研修を
開き、いつも那須会員ご協力ありがとうございます。
9 月 14 日は樫畑ガバナー公式訪問で、堺北ＲＣの
事を大変褒めて頂き、ロータリーを楽しむこと、会
員増強の事も述べられました。この例会時には始め
て全員で握手をさせて頂きました。
9 月 21 日（金）には秋の交通安全運動。
10 月 12 日（金）ファイヤーサイドミーティング
にて永富会員を囲んで楽しいひと時を過ごしまし
た。
10 月 25 日（木）アゴーラリージェンシー堺で堺
南ＲＣ、堺東南ＲＣ、堺清陵ＲＣ、堺北ＲＣの 4 ク
ラブとタイ国よりノンケームＲＣを始めとする 4 ク
ラブ、8ＲＣ合同例会で有意義な例会、パーティーを
行いました。タイのメンバーとの交流の場として、
各テーブルに混合で配席されましたが、案外皆さん
無口になってましたこと印象の一つです。お互いの
カタコトの英語がなかなか愉快でした。

11 月 3 日（土・祝）第 8 回子ども囲碁フェスタ・
堺を開催し、参加者の方々が大変喜んで楽しく囲碁
をされ、皆さんいい顔をしていたのも印象的でした。
また 8 回まで続けてこれましたのも会員の皆様の協
力があってのことと思い、実行役員の方々には感謝
しております。本当にありがとうございます。これ
からもずっと継続して開催できますようお願いい
たします。
11 月 4 日（日）は仁徳天皇陵清掃活動、11 月 10
日（土）清心寮の子ども達と大泉緑地にて「ふれあ
いバーベキュー大会」
。今回私は欠席しましたが、子
ども達が大変楽しく喜んでいる顔が浮かびます。準
備していただいた方々には、感謝しております。あ
りがとうございます。
11 月 30 日（金）米山奨学生 ドゥアン ティ フォ
ンさんと旦那様のご結婚サプライズお祝いをさせ
て頂きました。このサプライズ企画をして頂きまし
た米澤会員本当にありがとうございます。これから
も色々なサプライズ期待しております。
以上で上半期の主な行事を振り返らせて頂きまし
た。あと来週の忘年家族例会が今年最後のイベント
ですので、多くの会員の皆様がご参加される事を望
んでおります。
米澤さんサプライズよろしく！！本当に会員の
皆様の企画、ご尽力ありがとうございます。これか
らもよろしくお願いいたします。
「光陰矢の如し」
“Time flies.”と言いますが、最
後にあっという間に上半期 6 ヵ月でしたが、会長と
してまだまだの事がありますし、ご迷惑をお掛けい
たしますが、下半期は少しでも成熟していきますの
でよろしくお願いいたします。本当に上半期ありが
とうございました。

会長の時間（12 月 15 日）
会長 澤井 久和
会員の皆様、又ファミリー会員の
皆様、こんばんは。本日はお忙しい
中、忘年家族例会に出席、ご参加誠
にありがとうございます。
今年もこの例会で終わり、上半期も
もう終わろうとしています。私とし
ては、本当にほっとしているというか、つらかった
というか、色々経験させて頂きました。
12/7～12/11、3 泊 5 日という強行スケジュールで
ハワイのホノルルマラソンに参加してきました。
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ホノルルマラソンは連続 4 回目で毎年 12 月の第 1
週目の㈰に開催されます。気温は、26～27℃くらい
で暑く無く、日陰に入れば寒いくらいです。再来年
にはロータリー世界大会がハワイで開かれます。ぜ
ひこの機会にみんなでハワイに行きたいと思って
おります。昔から世界各地に行かれている旅行のベ
テランは、ハワイで始まりハワイで終わると言いま
す。私もそう思います。是非行ってみましょう！
先日、毎年恒例の清水寺「今年の漢字」が発表さ
れました。ご存知とは思いますが、今年の漢字一文
字は「災」でした。私は「凡」かな？と予想しまし
たが、
「災」は 2 回目です。
（前回は 2004 年）
堺北ロータリークラブに関して私は一文字におき
かえると「楽」になると思っています。楽しくなけ
れば、ロータリーじゃない！
忘年家族例会も楽しいひと時になるように、本日は
ごゆっくりして下さい。上半期もよろしくお願いい
たします。

委員会報告
親睦活動委員会
「忘年家族例会のご報告」
時間
親睦活動委員長 中田 学
12 月 15 日(土)に忘年家族例会を
上本町のシェラトン都ホテル大阪に
て開催いたしました。
年末のお忙しいときにもかかわら
ず、会員 21 名及びそのご家族、米山
奨学生、元米山奨学生、事務局、元事
務局の 34 名、総勢 55 名の皆様にご参加いただきま
した。ありがとうございました。
当日のサプライズとして入会予定者が皆様への
クリスマスプレゼントとして登場し、紹介されまし
た。早く皆様に承認して頂けたらと思います。
2 部では恒例のガールスカウト大阪府第15 団員の
皆さんによる歌やクイズ大会がありました。クイズ
は毎年難題です。
次いで、三田裕子さん＆足立知謙さんによる Jazz
ライブです。迫力ある歌声で皆様を盛り上げて頂き
ました。
最後に、子供たちお待ちかねのサンタさんがトナ
カイとともに入場しました。プレゼントをもらい、
子供たちは大喜びでさっそく中身の確認をしてい
ました。子供たちの嬉しそうな顔には癒されますね。
皆様にご協力いただき、今年も無事盛会に終わる

ことができました。心より感謝申し上げます。2019
年も皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

国際奉仕委員会
「第 9 回国際奉仕のご案内」
～WCS タイ浄水器&人工透析器寄贈～
国際奉仕委員長 綿谷伸一

新年会では 20 名の会員が時の経つのも忘れ、心嬉
しい新年のひと時となりました。

社会奉仕委員会
「平成最後のガールスカウトの皆さんとの新年会」
社会奉仕委員長 藤永 誉
新年の清々しい昼下がり、清々しいガールスカウ
トの皆さんとともに楽しい新年会を過ごしてきま
した。毎年お招きいただき、ありがとうございます。
今年は、平成最後の記念すべき新年会です。会場に
は、ガールスカウトの皆さんが描いた今年の干支
「亥」イノシシの可愛い絵が飾られており、新年会
が始まるまでの時間をこの話題で盛り上がってい
ました。
開会が宣言され、団長様からのご挨拶をいただき
楽しみにしていたゲームが始まりました。このゲー
ムが毎年すごく盛り上がるんです。クリスマス例会
もそうですが、かなり周到に準備をされていること
がわかります。今年は、ジェスチャーゲームなどを
して楽しみました。
ゲームの後は、さあ、お餅つきです。
「ぺったん、ぺったん、がんばれ、がんばれ」
お餅をつく音と、周りからの掛け声が響きます。持
ち慣れない杵を一生懸命に振り下ろします。中には、
すごく力強くつく子がいて、お～、と歓声がおこり
ます。出来上がったお餅は、砂糖醤油、きな粉、あ
んこで美味しくいただきました。
また来年も楽しみにしています。次は、どんなゲー
ムかな？

2 月16 日～21 日まで国際奉仕WCS
活動といたしまして、タイ浄水器&
人工透析器の寄贈を下記の要領に
て行います。皆様御出席下さいます
ようお願い申し上げます。
記
日 時：2019 年 2 月 16 日(土)夜中～21 日(木)朝
行 程
2/16 深夜 関西国際空港
2/17 早朝 スワンナプーム国際空港
バンコク市内へ
昼前 ドンムアン空港からロイ・エットへ
人工透析器寄贈
夜
ロイ・エットからバンコク市内へ
2/18
ノンケーム地区にて 浄水器寄贈
友好クラブ調印式
2/19
未定
2/20 深夜 スワンナプーム空港
2/21 早朝 関西国際空港

広報委員会
「特別例会 開口神社 年始参拝」
広報委員長 米澤 邦明
2019 年 1 月 3 日（木）
、堺北 RC 恒
例の開口神社の参拝が今年もまた執
り行われました。
天候にも恵まれ、お正月の爽やかな
空気と日差しに恵まれた境内に次々
とメンバー諸兄が参集し、あちこち
で「あけましておめでとうございます」の挨拶が聞
かれ、あらためて日本のお正月の風情が感じられま
した。
今年は大勢参加していただきメンバー全員の安寧・
発展を願い神様にお祈りしてまいりました。神聖な
儀式の後、奥野会員の社屋（奥野清明堂ホール）を
お借りして新年会へと移らせていただきました。

ロータリー財団委員会
ロータリー財団委員長 山中喜八郎
皆様方には,財団はもとより、この
度は特に「ポリオプラス」に関しま
してはご寄付を頂き、早速公益財団
法人「ロータリー日本財団」に三井
住友銀行を介し、ドル勘定ですので、
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2,200ドル、日本円で246,400円を30年12月17日に財
団に送金いたしまた。
毎回いろいろ、ご寄付頂く事、改めまして厚く御礼
申し上げます。
特に今回集金させて頂いたお金は,「ポリオプラス」
の為に役立てて頂くお金です。実はこの時期に集金
させて頂く事に、大きな意味が有ります。
送金させて頂いた金額が3倍に増えます。
「なんで？」
とお思いでしょうが、
「ポリオプラス1として振り込
みますと、振り込んだ額の2倍を、ビルゲーツ財団
が倍の金額を、プラスして頂けます。ビルゲーツ財
団も、
「ポリオ」をこの世から絶滅させる為に、力を
注いでいらっしゃいます。その一環の流れとして、
RＩが100億円集めますと、ビルゲーツ財団より、200
億円足してくれて、300億円として、
「ポリオプラス」
に振り込んでくれます。
世界中には、今、後20数人この病気を持っています。
このチャンスを逃したら、勿体ないと思いました。
特に私は、幼少時に「ポリオ」当時は「小児麻痺」
と言っていました。東山「当時の半田山」で、10人
が小児麻痺にかかりました。私だけが偶然と思われ
るくらい、発見手当てが早くて全快致しました。ま
たその10人も、今生きているのは、私だけです。
2年前まで、昔の、村の近所の人がいましたが、亡く
なりました。この事実を、大切にし今自分が五体満
足で生きさせて頂いて居る事に感謝し、何か「ポリ
オプラス」の為に役立てたいと思い、いろいろお願
いさせて頂いております。またその時には、堀畑会
員さんには、ご自宅の庭で大切になさている「柿」
の木より全部ロータリーが頂き、会員さんにご寄付
頂いたお札として、お持ち帰り頂ました。去る12月
19日には、
「ロータリー財団」より、財団委員長「ロ
ンD・パートン」さんから、私のメールに「Yamanaka
様」にとして、
「ロータリー財団から皆様への感謝の
メッセージ」として送られて来ました。
下記の通りです。
Yamanaka様
今年も年の瀬を迎えることになりました。この1
年における達成事項やロータリアンによってもた
らされた重要な変化を振り返りつつ、ロータリー財
団をご支援いただいた皆さまへの感謝を新たにし
ております。皆さまからのご支援を受け、ロータリ
ーではこれからも、世界中の人びとの生活の向上を
する奉仕プロジェクトが実現されていくでしょう。
あらためて、皆さまに御礼申し上げます。これから
も力を合わせて、変化をもたらす、インスピレーシ

-5-

ョンを生み出していきましょう。
心を込めて
2018-19年度ロータリー財団管理委員長
ロンＤ・バートン
また、ロータリーへのご寄付を通じて、世界で良い
事をしよう、とも、送られてきました。
また、雑誌の「ゆうゆう」のシネマ至福のスクリ
ーンに過日から申し上げている映画「プレスしあわ
せの呼吸」が載っていました。
（週報後方ページに掲
載）
「ポリオ」の映画ですので、事務局を通じて、Ｄ
ＶＤが手に入れば何かの機会にクラブで観ること
ができればと思っています。どうぞご期待下さい。

SAA 報告（12 月 7 日）
澤井久和会員 本日、卓話 5 分で終わります。
アロハ！！
池田茂雄会員 来週の忘年会、他の行事と重なって、
どうしても出席できません。ごめん
なさい。
城岡陽志会員 5 日、6 日とテレビの撮影で、土木工
事をしてきました。
15 日、せやねんテレビ 12 時頃に私
の作品が映ります。おヒマなら見て
よね！
米澤邦明会員 澤井会長、会長職も『かまぼこ』に
なって来ましたね。あと半年で板か
ら外れます。それまでガンバリまし
ょう。
嶽盛和三会員 今年此の会場最後の例会との事で
す。会えない方にはよいお年をお迎
え下さい。
米澤さん朗報ありがとうございま
す。入会よろしくお願い致します。
家内の誕生日お祝いありがとうご
ざいました。
平野祥之会員 フォンちゃん、先日はステキなご主
人さんと、本当に幸せですねっ♪
堺には、ＫＨといういい会社もある
そうですので、よろしくお願いいた
します。
合計 1８，０００円
◆米山奨学特別寄付・・・米澤邦明会員
嶽盛和三会員

SAA 報告（12 月 15 日）
松岡 史子様 いつも楽しいひと時有難うござい
ます。
澤井久和会員 アロハ！！
北側一雄会員 一年間たいへんお世話になり、あり
がとうございました。
城岡陽志会員 今日は、ふる里愛媛でテレビ中継で
す。社会奉仕と職業奉仕をやってま
す。来年はヨメさん奉仕をします。
皆さん良いお年を！
那須宗弘会員 澤井会長始め役員の皆さん上半期
ご苦労様でした。後もう少し頑張っ
て下さい。
中田 学会員 澤井会長半期終わりましたね。まだ
まだですよ。
綿谷伸一会員 遠路はるばるタイ王国からお越し
の礒部様ご参加有難うございます。
来年 2 月、タイでの奉仕イベントよ
ろしくお願いいたします。
嶽盛和三会員 早いもので上半期が過ぎようとし
ております。
今日は長女の家族が参加させてい
ただきました。
皆様方よいお年をお迎え下さい。
永富久紀会員 平成年度最後のクリスマス家族会。
今日充分楽しい夜になりました。
合計 ４０，０００円

そ の 他
第６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１２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
１．11 月度 ９ＲＣ連絡会について（案件無く、取
止めのため報告なし）－ 確認
２. 下半期会費の件 － 承認 （Ｈ31.1.7 発送）
３. ガバナーエレクト事務所より 2019-2020 年度の
ためのガバナー補佐、地区委員（オンツー・ホノ
ルル委員会 委員１名）推薦のお願い
・ガバナー補佐 山中会員 － 承認
・地区委員 澤井会員
－ 承認
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４. 国際奉仕委員会 タイ ノンケームＲＣへ浄水
器寄贈・設置費用送金完了の報告 － 承認
５．国際奉仕委員会 タイ ノンケームＲＣ・ロイエ
ッツＲＣ友好クラブの件
・友好クラブ 締結 － 承認
６. 平成 31 年 1 月 4 日
（金）
の例会を 1 月 3 日
（木）
特別例会 開口神社参拝へ変更の件 － 承認
７. 結婚記念祝いの件
・妻帯者が亡くなられた会員の結婚祝い廃止し、
それに代わるものたとえば、亡くなられた方の
命日にお花等を送る。－ 承認
８. 事務局 冬期ボーナスの件
・規定通り支給 － 承認
９． 事務局 冬期休暇の件
・Ｈ.30.12/29～Ｈ31.1/6 － 承認
＊11 月度堺９ＲＣ連絡会は中止となりましたので、
ご報告事項はございません。

ゴルフ同好会
「北輪会 報告」
代表世話人

塩見 守

平成 31 年 1 月 12 日（土）第 94 回
北輪会を天野山カントリークラブに
て開催いたしました。この日は前日の
天気予報で、曇り時々雨の予報でした
ので心配していたのですが、少し小雨
と小雪が舞う程度でしたので、ゴルフに影響は無く、
楽しい一日を過ごせました。
参加人数は、
会員 9 名、
会員家族・友人 8 名、ビジター2 名の総勢 19 名でし
た。成績は、優勝 澤井会長、準優勝 泉谷会員友
人の家田さん、3 位 泉谷会員、ベスグロ 泉谷会
員友人の山下さんでした。澤井会長には、朝の集合
時に一言いただき、表彰式でも始めに挨拶していた
だき、最後に優勝の言葉をいただいて、さすが会
長！と思いました。ゴルフとは関係が無いのですが、
表彰式の最後にサプライズがありました。私が前日
の 11 日が誕生日でしたので、藤永会員がケーキを
用意してくださり、皆様にバースデイソングでお祝
いしていただきました。とても感動しました。藤永
会員、皆様、本当にありがとうございました。今回
は初参加の方が 2 名おられましたので、これからも
新しい方が増えてほしいと思います。
次回の第 95 回
北輪会ですが、4 月 20 日（土）に決定いたしました。
ご参加お待ちしております。

２０１９年～２０２０年度

理事・役員

候補者指名委員会 代表 澤井久和

堺北ロータリークラブ

理事・役員
会長

（役員）

会長エレクト （役員）

木畑 清

職業奉仕

（理事）

笹山悦夫

山中喜八郎

社会奉仕

（理事）

池永隆昭

（理事）

綿谷伸一

副会長

（役員）

中川 澄

国際奉仕

幹事

（役員）

中田 学

クラブ奉仕 （理事）

SAA

(役員）

塩見 守

会計

（役員）

藤永 誉

その他

辰 正博

副幹事 綿谷伸一

直前会長 澤井久和（役員） 直前幹事 坂田兼則

副SAA 藤永 誉

（会計監事 池田茂雄）

雑誌の『ゆうゆう』
「シネマ至福のスクリーン」より
（山中ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 提供）
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～例会風景～
忘年家族例会 2018.12.15（土）

國井会員より乾杯のご発声をいただきました

ﾉﾝｹｰﾑ RC 礒部様も浄水器寄贈のお礼にと
ご参加くださり、感謝の盾をいただきました

会員の皆さんにクリスマスプレゼント
が届きました♪大きな大きな箱。さて？

12 月結婚記念日お祝い 泉谷会員ご夫妻

なんと！箱から入会予定者の
白木敦司様が登場！！

今回も米澤会員発案のサプライズ企画で、盛り上がりました！
皆さんへのステキなクリスマスプレゼント、いかがでしたでしょうか？
白木様も快く企画に乗ってくださり、ありがとうございました～

澤
井
会
長
ト
ナ
カ
イ
ガールスカウト第 15 団の皆さん
歌にクイズに楽しませていただきました♪

足立知謙さん＆三田裕子さん
JAZZ ライブ、素敵でした♪

特２
別０
例１
会９
年
開１
口月
神３
社日
に（
て木
）

奥開
野口
晴神
明社
堂参
ホ拝
ーの
ル後
に
て
新
年
会
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