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前回の例会 

2019年 5月 24日（金）第 1840回 

「第 3回次年度のための 

クラブアッセンブリー」 

次年度各委員会委員長 

今週の歌  「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 

「お嫁においで」 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 5月 31日第 1840号 

 

2019年 5月 31日（金）第 1841回 

「第 4回クラブアッセンブリー」 

各委員会委員長 

今週の歌 「それでこそロータリー」 

「あの素晴らしい愛をもう一度」 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

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：米澤邦明 

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 

 

2019年 6月 7日（金）第 1842回 

「 会 長 退 任 挨 拶 」 

会長 澤井 久和 

＜5月 24日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            23名 
欠席会員               7名 

  ゲスト             1名 
  ビジター            2名 
4月 19日(金)の出席率     90.00％ 

今週の歌  

「あの素晴らしい愛をもう一度」 

 

 命かけてと 誓った日から 

すてきな想い出 残してきたのに 

あの時 同じ花を見て 

美しいと言った二人の 

心と心が 今はもう通わない 

あの素晴らしい愛をもう一度 

あの素晴らしい愛をもう一度 
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会長 澤井 久和 

 

こんにちは。 

昨日は、白木会員の歓迎会を行い

ました。参加されました会員の皆様

ありがとうございました。白木会員

も大変喜んでくれたとは思いますし、

又、少しでも親睦を深められたと思っております。 

あと、参加できなかった会員の皆様も、白木会員に

色々声を掛けていただき親睦を深めていっていた

だきたいとお願い申し上げます。この堺北ロータリ

ークラブをずっと愛し続けていただける様に、会員

の皆様のご協力をお願いいたします。それと現在お

られる会員の皆様も辞める事なく、堺北ロータリー

クラブを愛し続けていってほしいと願います。 

私もそろそろ入会して 13 年は過ぎましたが、続け

ていくには、まずロータリーの楽しさを早く見つけ

る事だと思います。あと仲間の信頼関係が良くなる

事、メンバーの事を少しでもわかる様になることで

より楽しさを覚えました。あと素晴らしい奉仕活動

も楽しさに変っていきました。又、ロータリークラ

ブの会員として誇りを持つようにもしています。 

他のクラブ、交流会とは違うんだと思って、活動さ

せていただいております。 

これからも堺北ロータリークラブを皆様と一緒に

盛り上げていきたいと思います。 

 

【ライラ修了書 授与式】 

先般5月3日（金）～5月5日（日）2泊3日で

和歌山市立 青少年国際交流センターにおいて開

催されました第2640地区第 37回 RYLA研修セミ

ナーに受講生として参加されました村上雄哉様に

本日例会にご来会いただきました。 

只今より修了書をお渡しし、少し報告をいただき

たいと思います。 

今回のライラには塩見会員、平野会員にもご参加

いただき、私は全日3日間参加しました。このよ

うに受講生を例会にお誘いして修了書授与式を行

うにあたりまして、会員の皆様には、ライラに対

しての理解と青少年奉仕への関心を深めていただ

けますようお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 ライラ修了生 村上 雄
かず

哉
や

 様 

こんにちは。村上雄哉です。 

僕は今回、初めてライラ研修セミナ

ーに参加させていただきました。 

 参加する前は不安な気持ちも大き

かったですが、すごく楽しく充実し

た3日間でした。 

日本人だけでなく留学生とも関わることができる

機会がたくさんあり、文化の違いや様々な価値観に

触れることができたことがすごく思い出に残りま

した。 

 僕は海外に旅行に行くことが好きで現地の人と話

すこともあります。しかし、英語でも伝わらなかっ

たりし深く話があまりできませんでした。 

 しかし、このセミナーでは、留学生が日本語で話し

てくれるおかげで、文化の違いや価値観の違いを深

く理解することができました。 

今回できた新しい繋がりをこれからも大切にして

いきたいと思っています。 

参加させていただき、ありがとうございました。 

 

 

 

 

会員増強委員会 

委 員 長 嶽盛和三 

副委員長 城岡陽志 

委   員 堀畑・國井・宇瀨・北側・中川・ 

小西・奥野・田口・濵口・藤永・ 

永富・平野 

〇活動方針 

（1）退会防止に努める。 

（2）過去2回の拡大例会の開 

催により、会員の増強に対す 

る意識が高まって来ているの 

で、このまま継続し入会につ 

なげて行きたい。 

第 3回次年度の為の 
クラブアッセンブリー 

会長の時間 
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〇活動計画 

（1）今年度第3回目「拡大例会」を実施する。 

 （2020年4月10日金曜日 夜間開催予定） 

（2）前回開催の拡大例会に出席のお客様に入会を 

勧める。（入会予定の方とのコンタクトをはかり  

入会に結びつける） 

（3）月に一度は例会にて、入会希望者の有無を確 

認する。（入会予定者の状況の把握） 

○希望予算額 １５０，０００円 

 

親睦活動委員会 

委 員 長 辰 正博 

副委員長 藤永 誉 

委  員 宇瀨・奥野・國井・城岡・澤井・ 

坂田・笹山・中川・米澤・綿谷・ 

池永・永富・白木 

〇活動方針 

親睦活動を通じて会員相互の親 

睦と友情を深め、会員・会員家 

族・ファミリー会員・準会員に 

多数参加して頂き楽しく思いや 

りのある優しいクラブ造りに努  

力致します。 

〇活動計画 

（1）ビア・パーティー 

７月２７日(水) スイスホテル難波(予定) 

（2）忘年家族会 

１２月２1日(土) 

 大阪マリオット都ホテル(天王寺) 

（3）春の日帰り親睦家族旅行 

３月２９日(日) 予定 

（4）最終例会 

６月１２日(金) 南海グリル東館３階(予定) 

以上の四大行事の円滑なる実施を目指します。 

○希望予算額 １，０００，０００円 

 

広報委員会 

委 員 長 米澤邦明 

副委員長 中川 澄 

委    員 池田・坂田・國井 

〇活動方針 

 クラブ活動状況など週報を通じ  

て、クラブ会員へ情報伝達しま 

す。必要に応じて対外広報等も 

実施する。 

〇活動計画 

（1）例会時及び各種行事における写真の記録保 

存。 

（2）クラブ週報掲載記事の収集に努め、週報の充 

実を図る。 

（3）SAAと相談の上、月に一度程度、今週の歌の  

代わりに「ラジオ体操」を実施予定。 

○希望予算額 ９６，０００円 

 

ホームページ委員会  

委 員 長  池田茂雄 

副委員長  藤永 誉 

委    員  米澤・笹山 

〇 活動方針 

(1) 堺北ロータリークラブの認知 

度の向上と当クラブに対するイ 

メージアップを目指しながら、 

各種の情報を発信してまいりま 

す。 

(2) ホームページを通して発信した各種の情報は、 

ホームページ上に記録として備蓄されます。そ 

のため、後日のために役立つ有益な資料となる 

よう心がけながら掲載内容の充実に努めてまい 

ります。 

(3) ホームページ立ち上げ以来、15年近くが経過 

いたしましたが、この間、膨大なデータが備蓄 

されております。万一、何らかの事故などあれ 

ば復元は不可能の恐れがあります。 

そこで、予期せぬリスクに対するバックアップ

体制を整えておく必要があると考えておりま

す。 

〇活動計画 

(1) ホームページを通して、当クラブ会員皆さまへ  

は、特に会員の個人情報である会員専用ページ 

を含めて各種の情報を発信してまいります。ま 

た、広く一般の皆さまへ向けては、ロータリー 

の諸活動を理解していただくべく各種の情報を 

発信してまいります。 

(2) タイミングよく更新を行うべく、次の項目につ  

いては常時更新してまいります。 

① クラブ週報の紹介・毎週発行週報 

② ブログ＆ニュース・その時々の活動報告など 

③ 会員専用ページ 

・ 例会出席・個人別の記録 
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・ ニコニコ箱・個人別の記録 

・ 毎月の会計報告 

(3) 当クラブホームページの内容は、大別して50  

項目ありますが、前項以外の項目については、 

年度末並びに年度始めにまとめて更新いたしま 

す。 

(4)「子ども囲碁フェスタ」は別途のホームページ 

となっておりますが、行事の詳細なお知らせ

や、メールによる参加申込みの受付、それに行

事が終わればホームページ上で詳細な報告をい

たします。 

(5) 現在、毎日10～20件のアクセスが続いており 

嬉しいことであります。そのため掲載内容につ

きましては、クレームなどのトラブルが発生し

ないよう慎重に対応しなければなりません。 

当クラブでは、毎週発行する週報を翌週にはホ 

ームページ上にアップし、世界中どこからでも 

見られる状態となっております。会員の皆さん 

が週報に載る原稿を書かれる際には、特にこの 

ことに注意して頂き、又、写真の選定について 

も同様であります。広報委員長さん、週報につ 

いては特に注意して頂くようお願いいたしま 

す。 

(6) トップページ左側上に、下記の通りの「目次 

８項目」が表示されております。 

「クラブ週報の紹介」を見て頂きますと、毎週 

の当クラブ活動状況が詳細に紹介されておりま 

す。また、「クラブの紹介」を見て頂きますと、 

当クラブの歩みなどが詳細に表示されておりま 

す。このように会員増強にも役立てていただけ 

るデータが一杯あります。ご活用ください。 

他の項目にもデータがびっしり備蓄されており 

ますので、会員の皆さま、どしどしアクセスし 

て下さいますようお願いいたします。 

 ① 会長挨拶 

 ② クラブ週報の紹介 

 ③ ブログ＆ニュース 

 ④ 例会プログラム等行事予定 

 ⑤ クラブの紹介 

⑥ ロータリークラブとは 

⑦ 会員専用ページ 

⑧ リンク 

○希望予算額 １２０，０００円 

 

出席委員会 

委 員 長 坂田兼則 

副委員長 那須宗弘 

委    員 池永・綿谷 

〇活動方針 

 例会他の各種行事・委員会活動  

に参加を呼びかけ、会員の出席 

率の向上に努める。 

〇活動計画 

（1）ホームクラブの出席率を高め  

るよう努め、欠席者にはメイクアップを勧める 

為、他クラブの例会変更等を週報・FAX等に 

て伝える。 

（2）出席率の良くない会員には紹介者と相談し、  

対策を考える。 

（3）皆出席者等の出席会員には最終例会にて表彰 

等の機会を作る。 

○希望予算額 ５０，０００円 

 

職業奉仕委員会 

委 員 長 笹山悦夫 

副委員長 中川 澄  

委    員 城岡・那須・奥野・三上・田口・ 

泉谷・國井 

〇活動方針 

 会員相互の意見交換や外部卓話 

等による講師を招き、職業奉仕 

の理念についての理解を深める 

機会を積極的につくる。 

〇活動計画 

（1）ファイヤーサイドミーティングを年2回開催  

し、会員相互の意見交換の機会をつくる。 

（2）積極的に外部卓話等で講師を招き、職業奉仕 

の理念についての多様な見解を学び、理解を深 

める機会をつくる。 

○希望予算額 ３０，０００円  

 

社会奉仕委員会 

委 員 長 池永隆昭 

副委員長 坂田兼則 

委  員 藤永・塩見・那須・白木 

〇活動方針 

 シンプルに活動する。 

〇活動計画 

（1）春・秋の仁徳天皇陵清掃 
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（2）春・秋の交通安全 

（3）清心寮の子供たちとの交流 

（夏合宿・バーベキュー・春場所稽古） 

（4）ガールスカウトさんとの交流（新年会） 

（5）ダメゼッタイ募金活動（毎月第3例会） 

○希望予算額 ６００，０００円 

 

新世代委員会 

委 員 長 澤井久和 

副委員長 平野祥之 

委  員 藤永・白木 

〇活動方針 

 新世代の若者達に立派な人間に  

なっていただくよう、色々なセ  

ミナーを通じて、共に行動して  

いき、道徳・常識をもっていた  

だくよう、又将来のロータリアンになっていた

だくために、活動をしていきます。 

〇活動計画 

 地区ライラセミナー２泊３日(3月に予定)参加及 

び協力をしていきます。 

○希望予算額 ５０，０００円 

 

国際奉仕委員会 

委 員 長 綿谷伸一 

副委員長 永富久紀 

委  員 嶽盛・小西・平野・澤井・泉谷・池永 

〇活動方針 

世界各国のロータリアンとの親  

睦を通じて国際理解、親善平和 

の推進を図りたい。  

〇活動計画 

本年度も水保全、保険、識字率向 

上の重点に沿った活動をし友好クラブと連携し

国際奉仕プログラムに参加する。 

○希望予算額 ５００，０００円 

 

ロータリー財団委員会 

委 員 長 山中喜八郎 

副委員長 國井 豊 

委  員 堀畑・濵口・嶽盛 

〇活動方針 

 財団の目標は、米国のRIに送る  

お金集めです。 

〇活動計画 

(1) 今年度も、上半期と下半期の会  

費の中で、年次寄付金として10,000円ずつ2回  

集金させていただき、今期のかかりに「ポリオ

プラス」の寄付として、10,000円集金をさせて

いただきます。 

(2) 昨年計画しながら、お互いの都合で出来なかっ 

た事「4クラブ財団委員長会議をもち、これから 

進む財団委員会の方向をしっかり話し合いたい 

と思います。 

(3）ロータリアンに「ポリオ」の事をしっかり認識 

いただき、「ポリオのない世界の実現」がロータ 

リークラブの目標なので今年も少しでも近づけ 

るよう努力します。 

○希望予算額 ３０，０００円 

 

米山奨学委員会 

委 員 長 小西幹夫  

副委員長 米澤邦明 

委  員 池田・北側 

〇活動方針・活動計画 

本年度は米山奨学生を受け入れる  

事が出来ませんでした。 

米山奨学会への寄付協力が大きい 

クラブほど、米山奨学生の受け入

れが有利になる傾向があるようです

ので、来年度世話クラブになれるよう米山特別

寄付のご協力をお願いします。 

○希望予算額 ３０，０００円 

 

会 計 

委員長 藤永 誉 

〇活動方針 ・活動計画 

（1）一般会計、ニコニコ会計、堺 

北基金特別会計、記念行事特別会 

計、囲碁フェスタ特別会計の５部 

門について、独立した会計処理と  

預金管理を事務局と共に行います。 

（2）一般会計とニコニコ会計については、毎月の 

会計報告を翌月中に当クラブホームページの

「会員専用ページ」にアップして、各委員会ご

との予算執行状況等を閲覧できるようにしま

す。 

（3）財務状況について理事会等に適時報告し、ク 

ラブ活動を支える財政基盤の拡充に努めます。 

（4）当クラブの預金並びに備品類についての保存  

管理を事務局と共に責任を持って行います。 
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Ｓ Ａ Ａ 

委 員 長 塩見 守 

副委員長 藤永 誉 

〇活動方針 

明るく落ち着いた会場設営と円  

滑な議事進行を目指します。 

〇活動計画 

（1）楽しくスムーズな議事進行 

（2）例会場の気品と風紀を守る 

（3）ニコニコ袋の紹介 

 

囲碁大会準備委員会 

委 員 長 宇瀨治夫 

副委員長 塩見・藤永・池永 

委    員 会員全員 

〇活動方針 

子ども囲碁フェスタ・堺は次年  

度で第９回目を迎えます。堺の 

子ども達を中心として、健全育 

成と日本の伝統文化の普及を目

的として活動しています。又、囲  

碁の楽しさを子ども達と御父兄の方々に理解し

ていただいて、家族の共通の話題になる事を願

っています。 

〇活動計画 

第９回子ども囲碁フェスタ・堺 開催決定 

開催日  令和1年11月10日（日） 

開催場所 サンスクエア堺 Ａ棟 ２Ｆ 

開催内容 子ども囲碁入門教室 

     子ども囲碁名人戦 

子ども囲碁フェスタ・堺のホームページの更 

新・案内開催に向けて第１回打ち合わせ会議を

平成31年3月22日（金）すし亭「幹」にて行

いました。 

7月の新年度が始まってすぐに第２回打ち合わせ 

会議を計画しております。 

○希望予算額 １５０，０００円 

 

 

 

 

 

 

写真同好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 米澤  

〇活動方針 

 ・「撮りまくろう！」 

  みんなで写真を撮りまくりま  

しょう。 

 写真を撮ることで感性を磨きま 

しょう。 

〇活動計画 

9月 写真・カメラの図書棚をつくります。 

   「写真の撮り方」を習得しましょう 

12月 みんなが閲覧・投稿できる整理された 

「堺北思い出アルバム」を作成 

 3月 恒例の“ナイスショット フォトコンテス 

ト”開催 

 6月 最終例会にて、フォトコンテスト結果発表 

   と「堺北思い出アルバム」を 

 

ゴルフ同好会 

代表世話人 塩見 守 

世 話 人 藤永・中田 

〇活動方針 

 ゴルフを通じて会員・会員家 

族・ゲストの皆様との親睦を深 

めると共に、他クラブからの参 

加によるクラブ間の交流を行い 

ます。又、新入会員候補者をお

誘いして、親交とロータリー活動について理解を

深めていただきます。 

〇活動計画 

（1）北輪会を4回開催 

（2）地区大会記念ゴルフ大会に参加 

（3）互輪会に参加 

（4）ゴルフに関する案内 

 

囲碁同好会 

代表世話人 池田茂雄 

世 話 人 宇瀨 

○ 活動方針 

(1) 囲碁のルールは非常に単純で 

すが、そこから派生する「石の 

形」には、それはそれは奥の深  

いものがあり、そこが大きな魅力なのです。「子ど  

も囲碁フェスタ」が当クラブ好例の大きな行事の  

一つとして定着してきた中で、会員の皆さまが、
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囲碁の魅力をもっともっと感じとっていただけ

るような活動が出来ればと思っております。  

〇活動計画 

(1) 現在のところ、同好会としての活動計画は  

ありませんが、活動についてのご意見などいた 

だければ嬉しいです。 

(2)「毎月第一日曜日 午後１時から４時まで・新金 

岡公民館三階会議室」において、「囲碁勉強会」 

や「囲碁大会」をやっております。これは、ロ 

ータリーとしてではなく「池田」が個人として 

やっておりますが、ご参加いただければ大変嬉 

しく大歓迎いたします。以前、当クラブ囲碁勉 

強会の講師をしていただいていた関西棋院公認 

インストラクター 栗山 登先生にもご参加いた 

だいております。 

年間行事のうち、「３月・６月・９月・12月」の  

年４回は、30数名の参加者による「囲碁大会」 

を開催しておりますが、それ以外の月には「囲 

碁勉強会」を行っておりますので、ご希望の方、

ご参加いただければ大変嬉しいです。 

 

歩こう会 

代表世話人 中川 澄 

世 話 人 綿谷・藤永・笹山 

〇活動方針 ・活動計画 

多くの会員、家族、ファミリー会

員が参加できる企画を立案する。そ

のために、他の同好会との共同企画

なども検討する。 

〇活動計画 

（1）・環状線一周ウォーク、青山退会への参加を  

呼び掛ける。 

（2）10㎞程度の自主企画 

を立案する。 

 

 

伝統文化愛好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 奥野・木畑 

〇活動方針 

日本の伝統文化（落語・歌舞伎  

など）に触れる機会を作り、会  

員、ご家族、ご友人の皆様で楽  

しみながら、見聞を広げ充実し  

た時間づくりのお手伝いをさせ 

ていただきます。 

〇活動計画 

「落語」 

毎月第4日曜日に山之口商店街「奥野清明堂ホ  

ール」にて開催されますおたび寄席に参加させ

ていただきます。 開催前の例会時にご案内し

ます。 

「歌舞伎など」 

舞台情報などがあり次第、例会や週報にてご案 

内します。 

「その他」 

 

グルメの会 

代表世話人 木畑 清 

世 話 人 小西 

〇活動方針 ・活動計画 

親睦会委員会と合同でグルメ  

の会を行いたいと思います。 

是非ともご家族の参加のほどよ  

ろしくお願いいたします。 

 

 

  

 

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 

 

昨年日本でも上映されました、英

国のポリオサバイバーの実話を描い

た感動的な映画『ブレス しあわせ

の呼吸』ですが、残念ながら上映中

に鑑賞会の企画ができませんでした

ので、この度ロータリー財団委員会にてＤＶＤを購

入しました。 

ご関心ある方でご自宅にてご鑑賞いただき、ポリオ

認識向上にご協力いただければと願います。 

レンタルご希望の方はお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 
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2月にご入会いただきました白木敦司会員の歓迎会を開催いたしました。 

 

 

 

物種様･中田様  紙飛行機競技大会には、お世話に 

（堺南 RC） なります。宜しくお願い致します。 

池田茂雄会員 止むを得ぬ所用があり、大変失礼い 

たします。ありがとうございます。 

中田 学会員 堺南ＲＣの物種会長、中田幹事、 

ようこそ堺北ＲＣへ 

嶽盛和三会員 物種さん、中田さん、村上君、ご来

会ありがとうございます。 

塩見 守会員 罰金です。 

平野祥之会員 すみませんが、今日はお先に失礼さ 

せていただきます。 

       合計２２，０００円 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）本日の配布物   

・週報 ・「R-O-T-A-R-Y」歌詞 

・2019-20年度の会員各位名簿の校正お願い 

 

（2）他クラブ例会変更のお知らせ 

【堺おおいずみＲＣ】 

５月２９日（水） 

→夜間「春の会員家族親睦日帰りツアー」 

６月２６日（水）→ 休 会 

【堺泉ヶ丘ＲＣ】 

６月４日（火）→ 休 会 

６月２５日（火）→６月２３日（日） 

『第１０回 よさこいかえる祭り』  

  於：いずみがおか広場 交流広場 

    ビッグ･アイ 国際障害者交流センター 

ＳＡＡ報告 

そ の 他 

 

幹 事 報 告 

 

令和元年 5月23日（木） 18時 30分～ 

  於： Chinese Dining ka-ka 1階 

 

「開会の挨拶」 

会長 澤井久和 

今晩は！ 

本日はお忙しい中、急遽 決行しまし

た白木会員の歓迎会に参加頂きまし

てほんとにありがとうございます。 

あまりにも急な事なので、人数がどう

かなと思っておりましたが、こんなに

も集まるとは感謝の一言でしかあり

ません。また白木会員の人徳ではない

でしょうか！ 

本日は式次第など全くなく、白木会員

を囲んで親睦、歓迎を少ない時間では

ありますが、楽しんで頂きたいと思い

ます。今宵はお時間の許す限り白木会

員を主人公として、また無礼講も少し

はありとし、お話し、お酒、親睦を楽

しみましょう！ 

乾杯のご発声は紹介者の米澤会員よりいただきました 


