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前回の例会 

2019年 1月 25日（金）第 1825回 

卓 話 「今年度の拡大例会について」 

卓話者  会員増強委員長 嶽盛 和三 

今週の歌  「それでこそロータリー」 

「 早春賦 」 

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 

〇皆出席表彰（1月度）  

  藤永 誉 会員（第７回）  

 
 

 

 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 2月 1日第 1825号 

 

  2019年 2月 1日（金）第 1826回 

卓 話「大阪で唯一の 

過疎指定を受けた村の話」 

卓話者 千早赤阪村 村長 松本昌親様 

紹介者 米澤邦明会員 

今週の歌  「君が代」」「奉仕の理想」  

       「バースデイソング」 

お客様紹介・出席報告・ 

入会式 白木 敦司 氏 

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(２月度)  

山中喜八郎会員(7日)永富久紀会員(11日) 

藤永誉会員(14日) 池永隆昭会員(14日) 

辰 正博会員(23日)池田茂雄会員(26日) 

笹山 恭子様(2日)  

〇結婚記念祝い（２月度）  

なし 

 

 
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 

次回の例会 

 

時間 

 

＜1月 25日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            29名 
出席会員            22名 
欠席会員               7名 

  ゲスト            1名 
  ビジター           0名 

1月 3日(金)の出席率      100％ 

 2019年 2月 8日（金）第 1827回 

第 2回クラブアッセンブリー 

      各委員会委員長 
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「今年度の拡大例会について」 

会員増強委員長 嶽盛 和三 

 

 皆様のご協力により今年度、2名

の入会をいただき、30名の会員と

なりました。ここに謹んでお礼申

し上げます。 

昨年実施いたしました「拡大例会」

を今年度も実施したいと考えております。その件に

ついて、皆様方と日程、方法、お客様、飲食費、時

間とその配分、例会と催し物など大体の素案を検討

いただきたく思います。 

 

皆さんのご意見を伺った結果、下記の要項で準備さ

せていただきます。 

 

「 拡大例会 」 

日程：平成31年（2019年）4月12日（金） 

（1）時間：夜間例会 2時間程度 

（2）場所：南海グリル東店 3Ｆ 

（3）飲食費：昨年と同様 ひとり6,480円（税込み） 

（4）会費：会員2,000円の負担、お客様は無料 

 お客様の費用とその他不足分は会員増強委員会

の予算150,000円より支出する 

（5）参加人数：昨年は総勢 40名  

今年は東店3Ｆと会場が広いので昨年以上に賑や 

かになるよう、会員一人一人がお客様をお誘いで 

きるように心がける 

（6）対象とするお客様 昨年の方法でよいのか？ 

 ・堺北ＲＣの退会者をお誘いする 

・・・難しいのではないかという意見あり 

 ・企業にお誘いをかける 

（7）例会の内容について 

 昨年は例会の中で、藤永会員作成の「クラブ活動 

紹介スライドショー」を行ったり、米山奨学生の 

グェン・ティ・フーンさんにミニスピーチをして 

いただいた。 

 ・藤永会員のスライドショーはとても素晴らしか 

ったので、今年も作っていただいてはどうか。 

 ・懇親会だけではなく、外部卓話などお願いして、 

お誘いしやすいプログラムにしてはどうか。 

・・・会員増強委員会にて検討する 

（8）ご招待状などについて 

 ・招待状とともにクラブパンフレット「心のオア 

シス」（Ａ4 三つ折りサイズ）と囲碁フェスタで子  

どもの保護者に配布した藤永会員が作成したク

ラブ紹介パンフレット（Ａ4  1枚）を一緒に配布

してはどうか。 

 ・・・今回配布用に藤永会員に少しアレンジしてい 

ただいて配布する 

 

以上皆さんにご意見を伺い、会員増強委員会では、次

回拡大例会の準備をすすめてまいりますので、今年度

もご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

会長 澤井 久和 

 

こんにちは！ 

会員の皆さま 体調はどうですか？ 

今年に入ってから 私は思うのは 

あまり寒さが気にならないと言う

か、案外 暖かい日が多いと感じて

おります。気のせいか、又は身体が鈍感になってき

たかと思います。 

最近気をつけていますのが体調管理です。 

朝起きてすぐしているのは簡単なストレッチです。

食欲、柔軟、怪我がしにくくなるなど、身体から石

が出た例もあります。皆さんも是非、健康のために

ストレッチを毎日してみてください。 

 さて、新卒社員の採用を青田買いなんて言うこと

もあります。未だ収穫の時期に至らない青々とした

田んぼの稲を買うからです。 

あるいは新卒社員、新入社員を「ダイヤの原石 

なんて言い方もします。原石ですから、宝石として

どんな風に仕上がるかはわかりません。 

原石から商品になるまでには、カットしたり、研磨

したりという工程があります。 

同様に新人も学生気分を切り落とすために、厳しく

指導されるかもしれませんし、褒めて褒めそやして

磨きをかけられるケースもあるでしょう。 

卓 話  

会長の時間 
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叱られたり、おだてられたりするのは、原石をカ

ットしたり磨いたりする工程に似ています。 

しかし、新入社員は人間です。石ではありませ

ん。人と石の大きな違いは、人は自分で自分を磨

くことが出来るという点です。人間の場合、その

輝きは外からだけでなく、内側からも発していま

す。先輩や上司に磨かれるだけでなく、自分で自

分を輝かせることを忘れてはいけません。 

自分自身を輝かせるためには、外からだけでな

く、内側からも磨きをかけること。外からの磨き

はやがて曇ってしまうこともあるでしょうが、内

側から発する輝きは、底光りして決して失われま

せん。このことを忘れないように、自分を磨くこ

とに努め、又、若い人を育てていってほしいと思

います。 

 

 

 

社会奉仕委員会 

「第６回 ＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」 

           社会奉仕委員長 藤永 誉 

 

１月度の「ダメ ゼッタイ」募金

を行いました。 

募金金額は、８，３００円でした。 

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

親睦活動委員会 

例会場変更 及び  

「出羽海部屋」ちゃんこ会のご案内 

親睦活動委員長 中田 学 

 

大相撲初場所が済んだところです

が、大阪場所の季節ももうすぐです。 

恒例の新師匠・親方・お相撲さんを

囲んでの“ちゃんこ会”を祥雲寺に

て開催させて頂きます。 

是非、ご家族・ご友人等お誘い合わせのうえ多数の

ご参加をお待ちしております。 

記 

日  時： 平成３１年３月８日(金) 

場  所： 祥雲寺（出羽海部屋 大阪場所宿舎） 

開始時間： 午後６時３０分（受付：６時～） 

会  費： 会員・ロータリーファミリー  

４，０００円 

ご家族・ご友人 ３，０００円 

      小学生未満はご招待 

※準備の都合上 ３月４日（月）までにご連絡願い

ます。 

※５０名限定のため早めにお申し込みください。 

※尚、3月 8日（金）の通常例会はこちらの「出羽

海部屋」ちゃんこ会へ例会変更させていただきます。 

 

 

 

鶴  啓之  様 2月のタイ行き、よろしくお願い  

  いたします。 

北側一雄会員 今年に入って、何と、皆出席で 

す！！城岡さんは、何してるの？ 

山中喜八郎会員 鶴さんよくお出で下さいました。 

お陰様で、今日は元気が出ます。 

中田 学会員 鶴さんようこそ堺北へ。 

いつもお世話になっております。 

嶽盛和三会員 鶴さんご来会ありがとうございま 

す。 

今年度の拡大例会、4月 12日（金） 

に実施させていただきます。宜しく 

お願い致します。 

笹山悦夫会員 鶴様ようこそいらっしゃいました。 

             合計 １７，０００円 

◆米山奨学特別寄付・・・濵口正義会員 

 

               

 

（１）配布物    

・週報  ・卓話資料 

（２）第2回クラブアッセンブリー 

2月 8日は第 2回クラブアッセンブリーです。

各委員会委員長、同好会代表世話人は、ご準備

のほどよろしくお願いいたします。 

次週ご都合の悪い場合は，副委員長・委員にご

連絡お願い致します。 

（２）他クラブ例会変更のお知らせ 

・高石RC 

2月12日(火)→2月9日(土)『分区７大阪合同例 

委員会報告 

 

時間 

 

ＳＡＡ報告 

 

時間 

 

幹 事 報 告 

 

時間 
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会』へ変更 於：ホテルきららリゾート関空 

・堺おおいずみRC 

2月13日(水)→「東本願寺見学」 

2月20日(水)→年2月 21日(木)会場・時間等は 

通常通り 

・堺泉ヶ丘RC 

2月12日(火)→休 会 

2月19日(火)→職場見学 

 於：和泉コープミュージアム 

（３）2月ロータリーレートのお知らせ 

    1ドル＝１１０円 

（1月は1ドル＝１１２円でした） 

 

 

 

 

地区社会奉仕委員会 

「ローターアクト地区献血」応援のお願い 

国際ロータリー第 2640地区 

ガバナー            樫畑直尚様 

地区社会奉仕委員長 坂東 剛様 

 

この度地区青少年奉仕委員会・ローターアクト委

員会より「ローターアクト地区献血」の知らせを頂

きました。地区内全４ヶ所で一斉に献血活動を行う、

当地区ローターアクトでは初の事業だそうです。 

ご多忙中恐縮ですが、可能な限りで応援頂ければ

幸甚に存じます。事業詳細は下記の通りです。何卒

ご配慮賜ります様、謹んでお願い申し上げます。 

          記 

【日時】 2019年2月10日（日） 

  開始10：00  終了 16：00 ※雨天決行 

【場所と担当】  

①エコール・ロゼ（富田林市） 

富田林RAC・河内長野 RAC・松原RAC 

②エコール・いずみ（和泉市）高石 RAC・堺RAC 

③いこらもーる泉佐野（泉佐野市）岸和田 RAC 

④ロマンシティ御坊（御坊市）御坊 RAC 

【内容】 

①400ml献血の実施  

②街頭での一般の方への献血の呼びかけ 

※目標採血者数 200人(4ヶ所合計) 

                   以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 

 

「歓迎のうた」 

 

あなたもわたしもロータリアン 

心も裸で さあ握手 

あなたもわたしもロータリアン 

心もひとつで さあ握手 

さあ握手 

 

本日の卓話 松本昌親様のプロフィール 

 

昭和15年1月17日  

千早村千早生まれ (千早村と赤阪村の合併によ 

り千早赤阪村となったのは昭和 31年)  

昭和33年3月  

大阪府立富田林高等学校 卒業  

昭和38年3月  

成蹊大学 政治経済学部 卒業  

昭和47年  

社団法人富田林青年会議所 理事長 

昭和46年～昭和54年・平成 11年～平成16年  

千早地区長  

平成元年5月～平成8年5月・ 

平成13年5月～平成16年5月  

千早赤阪村議会 議員  

平成16年7月～  

千早赤阪村長  

平成24年11月～  

大阪府町村長会 会長 

平成24年11月～平成 25年7月  

全国町村会 副会長 

 

（松本 昌親様公式ホームページより） 

 


