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前回の例会 

2019年 2月 22日（金）第 1829回 

    テーブル会議 

テーマ 「40周年記念事業について」 

今週の歌  「日も風も星も」  

       「スキーの歌」 

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 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 3月 1日第 1829号 

 

2019年 3月 1日（金）第 1830回  

「社会奉仕フォーラム」 

 社会奉仕委員長 藤永 誉 

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・ 

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（３月度）  

  北側一雄会員(2日)  

藤永 華恵様(17日)  

〇結婚記念祝い（３月度）  

  藤永 誉会員(17日)  

澤井久和会員(27 日)  

  

  
 

 

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：嶽盛和三 

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 

 

＜2月 22日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            19名 
欠席会員              11名 

  ゲスト             0名 
  ビジター            0名 
2月 1日(金)の出席率      93.33％ 

 2019年 3月 8日（金）第 1831回  

夜間例会へ変更 18：30～ 

「出羽海部屋ちゃんこ例会」 

      於：祥雲寺 
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テーブル会議 

 議題 「40周年記念事業について」 

           進行 幹事 坂田兼則 

 

まず最初に、先日の 2月1日の理事

会において 40周年準備委員会を設

置した旨、又構成員についての人選

を発表した。 

構成員  

堀畑会員、池田会員、國井会員、宇瀨会員、 

北側会員、城岡会員、奥野会員、中田会員、 

坂田会員、米澤会員、藤永会員、綿谷会員、 

 池永会員、 

 40周年度(2020-21年度)会長 山中会員、 

同幹事 塩見会員 

続いて、議題である「40周年記念事業について」

における各会員からの意見を収集した。 

最初に40周年度会長 山中会員及び同幹事である

塩見会員の方針としては、「出来れば、対外的な記

念事業よりも堺北クラブの会員・家族を重点にし

た事業として行えれば。」との意見を受けた。 

 その後、出席会員それぞれからの意見を述べて

もらったところ、ほとんどの会員においては、対

外的な記念事業とするよりも、堺北クラブ会員・

家族を中心とした記念事業を行い（例えば 35周年

のような会員家族を中心とした記念旅行等）、その

中で記念事業として後々残る事業（例えば 30周年

に行った大仙公園での河津桜植林事業、当時は 10

本であったが、追加して 10本ないし20本を植林

する）を行う等の意見であった。 

 それらを踏まえて、本日午後 6：30から「第1

回 40周年準備委員会」を開催する。 

 

 

 

会長 澤井 久和 

 

サワディカップ！ 

Hello everyone. 

タイから帰ってまいりました。  

今回2/16~21までタイへ行き、そ

の間 2/17、2/18 と 2 日間国際奉仕の事業に参加

してまいりました。 

まず最初に、この事業に最初から携わってこら

れたメンバー様に感謝申し上げます。 

又。今回タイでの国際奉仕事業に参加されたメ

ンバー様ご苦労様、お疲れ様でした。詳細は国際

奉仕委員長 綿谷会員の方からお伝え願います。 

事業としまして、２つの事業を行ってまいりま

した。1 つ目はロイエット地方のノンポック病院

に透析器3台寄贈、2つ目はノンケーム地方のテ

ッサバンオムノイ小学校とワットスリサンムラ

ン学校に浄水器を、タイのノンケームRC、2640

地区の堺北RCを始め、和歌山、堺泉ヶ丘、堺清

陵、堺南、堺東南、田辺の 8 クラブで合計 15 台

寄贈してまいりました。調印式を始め、タイのロ

ータリークラブのおもてなし等を受けてまいり

ました。 

本当に皆様が大変喜んでおられました。又、小学

校では、水に関しての絵画を小学生の方々が描い

てくれていました。各絵画を拝見させて頂き、日

本では考えられないほど水に対しての感謝の違

いを感じ、涙が出ました。もっと話をしたいので

すが、綿谷国際奉仕委員長より後日ご報告いただ

きます。 

 本当にこれからもこの国際奉仕事業を可能な

限り続けていってもらえたらと思います。 

又、タイ国との友好ももっと深まると思っており

ます。最後にもう一回、この事業と最初から携わ

って頂いたメンバー様ありがとうございます。 

また来年も行きましょう。 

又、次年度の世界大会 ハワイにも行きましょう。 

本当にお疲れ様でした。 

コップンカー 
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社会奉仕委員会 

「第７回 ＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」 

           社会奉仕委員長 藤永 誉 

 

2月度の「ダメ ゼッタイ」募金

を行いました。本日は、タイからの

お土産品でした。 

募金金額は、７，４５９円でした。 

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

４０周年記念事業準備委員会 

「４０周年記念事業準備委員会報告」 

   ４０周年記念事業準備委員長 宇瀨 治夫 

 

日時：2019年2月22日（金）   

18：30～21：00 

場所：すし亭「幹」 

出席者：堀畑・池田・宇瀬・ 

北側・城岡・奥野・中田・綿谷・  

藤永・山中・塩見（敬称略） 

第1回堺北ＲＣ４０周年記念事業 打合せ会議

を上記の内容で行いました。 

はじめに４０周年度(2020-21年度)の会長、山中

会員に挨拶をしていただき、それから準備委員長

と副委員長の選出を行いました。その結果、準備

委員長に宇瀬会員、副委員長に塩見会員と決まり

ました。その後、皆様からたくさんの意見を頂戴

して、活発な委員会となりました。意見の内容で

すが、記念事業でどのような事をするかを決めて

からの予算を考えてはどうか、ホテルより南海グ

リルで記念式典・祝宴をしてはどうか、現在の河

津桜10本では寂しいのと、世界遺産登録に向けて

もっと河津桜の本数を増やしては。公園より人通

りの多い市役所や駅等で記念事業ができないか。

会員・家族を大事に考えた行事はどうか、旅行の

場合でしたら泊まりと日帰りの両方のプランを用

意しては、記念誌は作成したい、等々ご意見をい

ただきました。河津桜の件では、堀畑会員が堺市

に植樹できる本数と場所を確認していただけるそ

うです。又、日本花の会で桜を植樹してもらえる

話がでて、これについては調べてみます。記念誌

については作成する事が決まりました。池田会員

と藤永会員に担当していただきます。４０周年記

念事業委員会にご参加くだいました皆様、たくさ

んのご意見をいただき、ありがとうございまし

た。 

 

 

米山奨学委員会 

「米山奨学生 フォンさん 2月レポート」 

      米山奨学生カウンセラー 米澤 邦明 

 

早いもので昨年4月から当クラブ

がお世話クラブとなり、米山奨学生

として1年間過ごされたドゥアン・

ティ・フォンさんも 3月いっぱいで

修了されます。 

日本の文化や習慣に触れながら、例会や様々な活

動に積極的に参加され、自身の結婚やこれからの

就職など、彼女にとって忙しくも充実した一年だ

ったと思います。 

先日、米山奨学生の課題でもあります２回目のレ

ポートを提出されましたので、下記において皆さ

んにご紹介いたします。 

米山奨学生を修了されても、フォンさんは、近況

報告や例会などに参加してくれるとは思います

委員会報告 

 

時間 
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が、今月は修了の月、第一例会、ちゃんこ例会、

親睦家族旅行とありますので、一緒に楽しい思い

出を作りましょう。会員の皆様もどうぞフォンさ

んを宜しくお願いします。 

 

 

【米山奨学生 2月レポート】 

ドゥアン・ティ・フォン様 

 

早いもので、日本に留学して

5年間半が経ちました。もう来

月は桜も咲き、学生生活が終わ

って、社会人の生活を送ってい

きます。５年間の間での４回生

でいろいろなことを学び、体験

しました。この最後の一年は私

にとって忘れられない時間でした。それを大切に

します。なぜならば、実際日本人のように一緒に

勉強し、就活し、大変さを実感できたからです。 

  春学期、日本語教師の中で日本語教法Ⅲの授業

を受講し、日本人の学生とグループワークをし初

級の教案を立て、実習しました。大変でしたが、

日本人の学生からチームメイトとのやり方、どう

やって日本語を上手く授業できるか色々学べまし

た。ベトナム人の先生と日本人の先生との教え方

を比べながら、良いものを学びました。このチャ

ンスはベトナムの大学では中々できない体験だと

思います。それで、留学して良かったと感じまし

た。ゼミのテーマは「日本語方言」です。そこ

で、私にとって外国語の方言として学ぶのは日本

人ネイティブの感覚で区別できないので、難しい

です。しかし、日本語の方言に興味があったの

で、日本人の友達にもたくさん教えてもらい、面

白かったです。将来、もしベトナム人の学習者に

日本語を教えることになったら、日本で習ったこ

とを活かしたいと思います。 

  最後の一年は学校だけでなく、堺北ロータリー

クラブの会員と楽しく交流できました。勉強も就

活の悩みもアドバイスを頂き、家族のように感じ

ました。1年間色々ありがとうございました。 

これからもその縁を大切にしながら、続けたいと

思っています。どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

那須宗弘会員 国際奉仕委員会のタイ訪問ご苦労 

様でした。 

中田 学会員 無事帰ってきました。 

綿谷伸一会員 世界社会奉仕タイ浄水器＆人工透 

析寄贈式参加の皆様お疲れ様でし 

た。今年も子ども達の笑顔を見るこ 

とが出来ました。 

永富久紀会員 タイ 国際奉仕ご苦労様です。 

笹山悦夫会員 タイでの世界社会奉仕活動お疲れ 

様でした。 

             合計１２，０００円 

 

  

 

（1）本日の配布物   週報 

（2）例会変更のご案内 

3月8日（金）は、夜間例会で「出羽海部屋ち 

ゃんこ例会」へ変更しております。 

18：30～（受付18：00～） 於：祥雲寺 

（3）他クラブ例会変更・休会のお知らせ 

 【堺清陵ＲＣ】   

  3月7日(木)→3月 3日(日)11：00～ 

「創立30周年記念式典・祝賀会」 

 於：ホテル アゴーラリージェンシー堺 

【堺泉ヶ丘ＲＣ】 

 3月19日(火)･･･休会 

 

            

               

ＳＡＡ報告 

 

時間 

 

幹 事 報 告 

時間 

 

粋な大阪洒落言葉をご紹介 

 

赤児の行水〈あかごのぎょうずい〉 

  盥（たらい）で泣いている 

→（お金が）足らずで泣いている 

＝ 資金不足 

兎の逆立ち〈うさぎのさかだち〉 

耳が痛い   

金槌の川流れ〈かなづちのかわながれ〉 

  一生浮かばれない    

四国の日照〈しこくのひでり〉 

  阿波照る → 慌てる 

雪隠の火事〈せっちんのかじ〉 

  雪隠＝便所  焼け糞 → やけくそ     

 

そ の 他 

 


