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前回の例会 

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 

 

 

 

 

 

 

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)  

  

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 3月 15日第 1830号・第 1831号 

 

2019年 3月 15日（金）第 1832回  

卓 話「宣教師の見た堺」 

卓話者 堺市 交通部交通政策課 

    井溪
い た に

 明 様 

紹介者 堀畑 好秀 会員 

今週の歌  「R-O-T-A-R-Y」 

「堺北ＲＣの歌」 「なごり雪」 

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 

○皆出席表彰（３月度） 

  笹山悦夫会員（第６回）  

 

 

 

 

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 

 

＜3月 8日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            16名 
欠席会員              14名 
準会員・ファミリー会員    2名 

  ご家族・ご友人        29名 
  ゲスト             2名 
2月 15日(金)の出席率      90.00％ 

 2019年 3月 22日（金）第 1833回  

卓 話 「 国際奉仕フォーラム 」 

卓話者 綿谷 伸一 国際奉仕委員長 

＜3月 1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             1名 
  ビジター            0名 
2月 8日(金)の出席率      90.00％ 
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「 社会奉仕フォーラム 」 

          社会奉仕委員長 藤永 誉 

 

日頃から皆さまには社会奉仕活

動へのご参加、ご協力をいただきま

してありがとうございます。 

今日は、社会奉仕フォーラムでござ

います。 

インターネットがとても便利でロ

ータリーの色んな情報を得ることができます。その

一部をご紹介させていただきます。 

まず初めに「ロータリー百科事典」で検索すると 

2660地区の運営するページを閲覧できます。 

社会奉仕に関しても詳細に書かれています。 

次に「ロータリーの友」で検索するとロータリーの

友のホームページがヒットします。 

その中の『友』電子版というボタンをクリックして

ＩＤとＰＷでログイン（ＩＤ、ＰＷは事務局へお尋

ねください）そうすると 2014 年 1 月号から現在ま

での全ての友、全てのページを読むことができます。 

今回は、全号のロータリーアットワークのコーナー

を読み返しました。そうすると各クラブが様々な活

動をされてることを実感できました。 

堺北の記事は、2016年7月号に「仁徳清掃」2017年

6月号に「河津桜」が掲載されています。 

気になった記事を抜粋してご紹介いたします。 

また、例会も趣向を凝らした楽しい例会の事例が 

ありました。 

堺北の活動は、素晴らしいので、それを誇りにこれ

からも頑張りましょう。 

 

 

 

会長 澤井 久和 

 

こんにちは。本日も例会出席お

疲れ様です。 

今日から 3 月に入り、もう暖か

くなってまいりました。学校では

卒業式に入学式と続き、春を感じ

る様になりました。 

堺市長、トランプ大統領、金正恩委員長もたい

へんだと思いますが、そろそろ日本も天皇譲位、

即位も近づいてまいり、平成もあと2ヶ月を切っ

てきまして、バタバタするようになってきました。 

次の年号は何になるか、楽しみもあります。 

明治Ｍ、大正Ｔ、昭和Ｓ、平成Ｈできましたので

私はＫと思っています。 

理由は全くありませんが、是非メンバーの皆様考

えて下さい。 

今週月曜日に整形外科に行ってまいりまして、

とうとう椎間板ヘルニアと宣告され、少し戸惑っ

ているところで、まだ手足のしびれ等が無いので

当分はこのままでいけるみたいです。 

ゴルフ同好会世話人の方、ゴルフのハンディー60

にして頂きたいと思い、会長の時間を使ってお願

いしたいと思います。 

これで会長の時間を終われば、おかしいので、

一つだけお話をします。 

本日も正面に掲げています「日の丸」ですが、

「日の丸」と呼ばれる日本の国旗は法律上の正式

名称を「日章旗」といいます。 

その原型が歴史上に登場した最古の記録は701

年（大宝元年）に文武天皇が新年の祝賀儀式で「日

像」の旗を掲げたという「続日本紀」に記述され

ていました。 

1870 年（明治 3 年）には、明治政府により日

の丸が商船と軍艦を示す「御国旗」として規定さ

れ、国旗として定着しましたが、正式に日本の国

旗となったのは1999年（平成11年）制定の国旗

及び国家に関する法律で定められました。 

白地に赤丸というシンプルなデザインで縦横

の比率は 2：3。赤い丸の直径は縦の長さの 5 分

の3となっております。 

ちなみに最近 私の焼酎のお湯割りは、お湯 7、

焼酎3。健康に良い配分らしいです。 

ありがとうございます。 

 

 

 

会長 澤井 久和 

 

こんばんは。本日は例会変更で夜の例会を祥雲

寺さんに於いて、出羽海部屋さんと ちゃんこ鍋を

共にさせていただく事となりました。出羽海親方

卓話の時間 

会長の時間（3月 1日）  

会長の時間（3月 8日）  
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ならびに出羽海部屋一門の方々 いつも機会をもっ

て頂き 誠に有難うございます。 

また親睦委員長の中田会員、委員の方々、祥雲寺

のご住職 那須会員、準備、お世話いただき 誠に

ありがとうございます。 

本日は大相撲に関して少しお話しさせていただ

きます。 

今日未明に力道山に足四の字固めをかけた プロレ

スラーのデストロイヤーさんが亡くなられまし

た。謹んでお悔やみ申し上げますと共に御冥福を

お祈り申し上げます。 

さて 本日はちゃんこ鍋を頂くにあたって、ちゃ

んこ鍋とは？と言う事でいろいろな説が ありま

す。 

１つ目は中華鍋と言われ、中華の中を「ちゃん」

と発音され「ちゃんこ鍋」と言われました。 

２つ目は相撲部で料理をつくる人が「ちゃんこ」

と言われていて「ちゃんこ鍋」。 

３つ目は親方を「ちゃん」弟子を「子」と呼ばれ

一緒に食べるので「ちゃんこ鍋」と言われていま

す。まだ他にも いろいろな説があると思います

が、本日は少ない時間ではありますが、出羽海部

屋の方々、堺北RCのメンバー、ファミリー会員の

メンバー、またご友人の皆様 楽しい時間、食事を

いただきましょう！ ごっつあんです！ 

本当に本日は出羽海部屋の皆様、貴重な時間をあ

りがとうございます。 

大阪場所 頑張って下さい！ 

 

 

 

 

親睦活動委員会 

「出羽海部屋ちゃんこ例会」 

親睦活動委員長 中田 学 

 

春を告げる大相撲春場所。恒例に

なった「出羽海部屋ちゃんこ例会」

を今年も開催しました。 

日時：平成 31年3月8日（金） 

   18時30分～ 

場所：祥雲寺 

参加者：会員16名、準会員 1名、家族、友人31

名、事務局1名 合計49名 

今年も祥雲寺の那須会員にお願いして出羽海部屋

の皆さんのお世話になり「ちゃんこ鍋」をいただき

ました。小さい子供たちは大きな力士に怖がってい

ましたが、女性陣はお姫様抱っこをしてもらい、写

真撮影と大いに盛り上がっていました。最後に出羽

海部屋の力士全員の勝ち越しを願って一本締めで

終了しました。 

 

社会奉仕委員会 

「仁徳天皇陵清掃活動ご報告」 

社会奉仕委員長 藤永 誉 

 

予報は、雨。 

ドキドキしながら朝目覚める。 

朝の予報も傘マーク。 

前日に買い出し、お弁当の打合せを

すましていたので祈る気持ちでい

た。前日の天候が良かったので、 

雨雲よ、遅れてくれと心の中で呟く。 

夜明けの時点では、地面は乾いていた。 

よし、いけるっ。 

7：30塩見会員にLINEで連絡。堺市のご担当者様か

らは、まだ連絡がない。塩見会員がすぐに連絡を取

っていただき清掃活動の決行宣言。 

小西会員にすぐさま連絡を入れお弁当をご用意い

ただく、その時間から10：00までに25人前を作っ

て拝所前に届けていただくというご無理を、快くお

受けいただきました。 

きっと小西会員の頭の中では、時計のコチコチ音が

響き、何度も時計を気にしているだろうと僕の心が

キューっとなりました。 

さあ、本番。開会式が始まります。 

下原会長のご挨拶、今回で第 27 回を迎える清掃活

動ですが世界遺産登録が目前に迫っています。 

99％決定しているが、4月後半にあらかたの情報が 

そして、7月に登録の知らせが届く予定です。 

次回の清掃活動の日には、皆で＼(^o^)／万歳三唱

しましょう！ 

続いて、狭間副市長よりご挨拶。 

今回も多岐にわたる世代がご参加してくださり、こ

うして、代々引き継がれてきて、これからも受け継

がれていくことと思います。登録の際には、万歳三

唱しましょう。 

最後に北側会員（衆議院議員）からのご挨拶。この

世界遺産登録には、地元の人たちが守っている、清

掃活動を定期的に行っていることがとても重要と

なります。日頃からの皆さまのご協力に感謝します。 

この時点でパラパラと降り出した雨にも負けず、 

清掃開始しました。 

半年ごとの清掃ですが、枝から落ちた茶色い松葉が 

濡れた石畳に張り付き箒を振る腕にも力が入りま

す。 

委員会報告 

 

時間 
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小西会員が到着、お弁当を間に合わせてくれました。 

ありがとうございます。 

今日のお寿司は、言うまでもないが格別のうまさで

した。 

雨が強くなってきたのでいつもより少しだけ早く、

切り上げました。道具を片付けいつも綺麗にしてい

ただき塩見会員には、頭が上がりません。 

ありがとうございます。 

秋には、万歳三唱楽しみにしております。 

 

PS. 大仙公園の河津桜は、もちろん満開で迎えてく

れました。 

 

 

「児童養護施設 清心寮の子ども達と 

     出羽海部屋朝稽古見学会のご案内」 

           社会奉仕委員長 藤永 誉 

                       

下記の通り、児童養護施設 清心寮の子ども達

を招いて、出羽海部屋の迫力ある朝稽古を見学し

たいと思います。朝稽古のあとは力士の皆さんと

子ども達とちゃんこ鍋をいただきます。 

楽しいひと時となりますよう、多数の皆様のご参加

をお待ちしております。 

記 

日  時 ２０１９年３月１６日（土） 

         午前８時～ 

場  所  祥雲寺 （堺市堺区大町東4-2-7） 

 

 

ホームページ委員会 

「My Rotary」アカウント登録について 

       ホームページ委員長 池田 茂雄 

 

 地区では会員の皆さんが「My 

Rotary」にアカウント登録すること

を推奨し、登録率50％を目標に掲げ

られています。 

ガバナー月信に各クラブの登録状況

が毎月掲載されており、只今当クラ

ブでは7名が登録、登録率24.1％です。登録の仕方

は、ガバナー月信の後方ページに掲載されており、

簡単に出来ますので、是非アカウント登録してみて

ください。 

 

 

囲碁大会準備委員会 

「第１回大会準備委員会打ち合わせ会議のご案内」 

       囲碁大会準備委員長 宇瀨 治夫 

 

標記の通り第１回打合せ会議を開

催いたします。皆様ご出席下さいま

すよう、お願い申し上げます。 

 

  記 

日時：平成３１年３月２２日(金)１８時３０分～ 

場所：すし亭「幹」 

出席予定者：宇瀬・山田・北側・堀畑・池田・ 

辰・池永・坂田・笹山・小西・塩見・城岡・ 

中川・中田・藤永・米澤・綿谷・畑中 

議題：「アンケート集計報告と今後の予定につい

て」役割分担・意見交換等 

 

 

会員増強委員会 

「拡大例会へ向けてお願い」 

      会員増強委員長 嶽盛 和三 

 

来る４月１２日（金）18：00～ 

南海グリル東店３Ｆにて、昨年に

引き続き「拡大例会」を開催いた

します。いよいよ約 1ヶ月となり

ました。 

今月１５日の例会には、お誘いするためのご案内状、

クラブ紹介パンフレット等、ご用意いたしますので、

皆様、お誘いの準備をお願いいたします。 

今年も盛会となりますよう、ご協力よろしくお願い

いたします。 

 

  

 

 

堀畑好秀会員 妻がお陰で元気に退院出来ました。

ご心配をおかけしました。 

城岡陽志会員 今夜7：30から木畑議員の決起集会

があります。行ける方はよろしく。 

坂田兼則会員 皆様、お世話になりました。 

中川 澄会員 妹に子どもが生まれます。41歳にも 

なってえらいなぁと思います。 

ＳＡＡ報告（3月 1日） 

 

時間 
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嶽盛和三会員 今年の拡大例会 4月12日に実施し 

ます。また昨年同様お友達をお誘い 

の上、ご参加願います。 

藤永 誉会員 嫁の誕生日と結婚祝いありがとう

ございます。これでちょっとま角が

引っ込んでくれる事を期待します。 

             合計３１，０００円 

 

  

 

 

（1）本日の配布物  週報 

           ガバナー月信 冬特別号 

（2）例会出欠連絡のお願い 

毎月月末に次月の出欠予定をご記入いただき 

ご返信をお願いしておりますが、例会前日の夕 

方に食事数を発注しますので、変更があった場 

合は、例会前日の16時までには、ご連絡をお願 

いいたします。 

食事廃棄ゼロにご協力ください。 

 

 

            

第９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  ２０１９年３月１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   

１．2月度堺９RC連絡会について（別紙参照） 

－ 承認 

２．堺市民芸術文化ホール フェニーチェ堺寄付の 

お願い 

 ・一口 10万円で寄付 堺北基金にて出金         

－ 承認 

３．ガバナーエレクト事務所より 2019-2020年度の 

ための地区委員（オンツー・ホノルル委員会 委 

員）に平野祥之会員へ出向のお願い  

 ・平野会員承諾 － 承認 

４. 花園大学同窓会公開講演会 後援の件 

・後援名義貸及び協力 － 承認 

５．3月22日（金）例会 内容変更について 

 ・卓話・城岡陽志会員 

  → 国際奉仕フォーラム 

  綿谷伸一国際奉仕委員長 ヘ変更 

― 承認 

 

２月度９ＲＣ連絡会議事録 

日時：平成31 年2月12 日（火）14：30～ 

場所：堺商工会議所 3F 中会議室 

議案 

＜連絡事項＞ 

１.堺市民芸術文化ホール フェニーチェ堺のご利 

用案内と寄付のお願い(堺市文化振興財団 笠谷  

実 常務理事） 

 堺市文化振興財団から施設のご案内と寄付のお 

願いがありました。（資料配布） 

 寄付の意思は、各クラブが 3月早々に文化観光局 

に伝えてください。(送金はそれ以降で可) 

２．「意義ある奉仕賞」のお知らせ（寺﨑ガバナー補  

佐） 

 ・「意義ある奉仕賞」に各クラブが実践している奉 

仕を推薦頂きたい。 

 ・マイロータリーのアカウント登録率について、 

地区の中で第8分区が第 3位の表彰を頂いた。(回 

覧あり) 

３．堺9RC新春合同例会収支報告（堺東 RC） 

 収支報告内容について承認頂いた。 

４．2019～2020年度 地区大会開催に向けてのお願 

い (2019～2020年度 地区大会実行委員長 中村  

清嗣／堺東RC) 

 堺東RC中村地区大会実行委員長、中野ガバナー  

エレクトから地区大会開催に向けてのお願いと 

今後の予定についてのご報告があった。 

地区大会／2019年10月26日(土)、10月27日 

(日)ホテル・アゴーラ・リージェンシー堺にて 

地区大会ゴルフ大会／2019年10月10日(木)天野 

山CCにて    

（役員）地区大会実行委員長／中村清嗣 

    〃  副委員長／三重野正之・八百正浩 

    〃  ゴルフ大会実行委員長／奥野眞一 

５．その他 

・創立30周年記念式典にご出席のお願い（堺清陵 

RC） 

 ・堺9RC連絡会の開催場所、費用負担の在り方に 

ついての再協議について（堺南 RC） 

幹 事 報 告 

時間 

 

そ の 他 
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 前年度からの審議内容をうけて再協議の提案が 

あり、次回の連絡会から再協議に入る。 

 ・2019～2020年度ガバナー事務所について（中野 

ガバナーエレクト） 

 現ガバナー事務所（和歌山）と同じ 

 

次回連絡会開催ご案内（堺北 RC） 

   日 時／平成31年3月22日(金)14：30～ 

   場 所／天兆閣別館4F「ローズ」にて 

 

 

 

 

3月度米山奨学金支給  
ドゥアン ティ フォンさん 

 

今週の歌「 なごり雪 」 

 

汽車を待つ君の 横で僕は 

時計を 気にしてる 

季節はずれの 雪が降ってる 

東京で見る雪は これが最後ねと 

さみしそうに 君がつぶやく 

なごり雪も 降るときを知り 

ふざけすぎた 季節のあとで 

今春が来て 君はきれいになった 

去年よりずっと きれいになった 

3月結婚記念お祝い代表  藤永 誉 会員 

仁徳天皇陵清掃活動にて（3月10日） 

出羽海部屋ちゃんこ例会にて（3月8日） 

城岡会員より 
乾杯のご発声 

出羽海部屋の皆さんと 
澤井会長、フォンさん、トアンさん 

例会にて（3月1日） 

写真同好会よりお知らせ 

  

 

春の親睦旅行の時に写真を撮りましょう！ 

優秀作品には、豪華商品をご用意しております。 

ふるってご応募ください。 

概 要：3月31日の朝起きたときから夜寝るまで 

の写真が対象です。 

スマホ、デジカメ、一眼レフ、ピンホール 

カメラ、ネガ、ポジ、ポラロイドなど何で 

もＯＫです。 

＊ご欠席の方もお気に入りの写真でご応 

募ＯＫです。 

応募方法：データかプリント（大きさは自由）で 

藤永か事務局へメール、郵送、または例会 

時にご持参ください。 

テーマ：自由です。 

展 示：最終例会でお披露目します。 


