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前回の例会 

2019年 6月 15日(土)第 1843回 

「 2018-2019年度 最終例会 」  

於：南海グリル 東店３Ｆ  

 

 

 

 

 

 

前々回の例会 

2019年 6月 7日（金）第 1842回 

「 会 長 退 任 挨 拶 」 

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」 

お客様の紹介・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（６月度）   

   笹山悦夫会員(5日)   

泉谷順子様(9日) 

 〇結婚記念祝い（６月度） 

  木畑 清会員(1日) 辰 正博会員(3日)   

坂田兼則会員(4日)  

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 7月 5日第 1843号 

 

2019年 7月 5日（金）第 1844回 

卓 話 「会長就任の挨拶」 

卓話者  会長 木畑 清 

会員総会 

今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」 

     「バースディソング」 

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 

〇会員・奥様誕生祝い（７月度） 

宇瀨 治夫会員(2 日)  

國井  豊会員(5 日) 

濵口 正義会員(30 日) 

○結婚記念祝い（７月度）なし 

 

 

 

2019-20 年度 国際ロータリーのテーマ 

「ロータリーは世界をつなぐ」 

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー（米国・ディケーターRC） 

本日の例会 

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)  ： 中野 均 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/nakano/  

E-mail ： nakano@rid2640g.com 
会長：木畑 清  幹事：中田 学  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 

 

2019年 7月 12日（金）第 1845回 

「第 1回クラブアッセンブリー」 

各委員会委員長 

＜6 月 7 日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30 名 
出席会員            17 名 
欠席会員              13 名 

  ゲスト             3 名 
  ビジター            0 名 
5 月 24 日(金)の出席率      100％ 

＜6 月 15 日(土)の出席報告＞ 
会 員 数            30 名 
出席会員            27 名 
欠席会員               3 名 

  ご家族            16 名 
  ﾌｧﾐﾘｰ会員他          2 名 

5 月 17 日(金)の出席率     93.33％ 
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「 会長退任の挨拶 」 

 会長 澤井 久和 

 

まず最初に、今年度堺北ロータリ

ークラブの会長を務めさせていただ

きました澤井です。ご存知ない方は

覚えていただければ光栄です。 

まさか会長を務めるとは思ってもお

りませんでした。 

またそうなりそうな時は、退会・休会また居留守、

または会費未納で辞めさされればと浅はかな計画

をたくらんでおりました。 

しかし、なんとか一年間自分なりに、一生懸命こな

してきたつもりであります。 

一年間で２回だけは欠席させて頂きました。メイク

アップはしっかりさせて頂いております。出席率は、

120％は十分にあります。 

会員の皆様にはいろいろご迷惑をお掛けしたとは

思います。 

ここでもう一度、一年間を会員の皆様と振り返って

みたいと思います。たくさんの活動があります。今

年度最初の例会に於いて会長の挨拶をさせて頂き

ました。 

その時に、今年度の RI のテーマ「インスピレーシ

ョンになろう」と私の堺北ロータリークラブでのテ

ーマは、「ロータリーを楽しむ・楽しんでやる！」「い

つも元気で楽しく」を提唱させていただきました。 

さて会員の皆様はこれらのテーマを実践していた

だけたでしょうか？ 

本日よりまだ今年度20日間あまり残っております。

少しでもテーマを遂行できるようお願いしたいと

思います。 

 

【2018-2019年度主な出来事】 

2018年 

7月 6日(金） 今年度第一例会 

 7月20日(金) 永富久紀会員 入会式 

 7月28日(土) ビア・パーティー 大阪マリオッ 

ト都ホテル 台風12号が接近、 

警報が出る中開催 

 8月3日(金)  寺﨑ガバナー補佐ご来会 クラブ 

協議会開催 

 8月25日(土) 清心寮夏期研修 於：祥雲寺 

 9月14日(金) ガバナー公式訪問 

 9月21日(金) 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・ 

永富会員歓迎会 

 10月25日(木) 4クラブ合同夜間例会 

（堺南・堺東南・堺清陵・堺北ＲＣ） 

        ホスト：堺清陵ＲＣ 

 於：ホテルアゴーラリージェンシー堺 

        タイ国より4ＲＣのメンバー19名 

も参加 

 11月3日(土) 第8回子ども囲碁フェスタ・堺 

        開催 於：サンスクエア堺 

 11月10日(土) 清心寮の子ども達と「ふれあい 

バーベキュー大会」於：大泉緑地 

 11月30日(金) 米山奨学生 ドゥアン ティ フォ 

ンさんと旦那様のトアンさんが 

ご来会ご結婚祝いのサプライズ 

を行う 

12月15日(土) 忘年家族例会 上本町のシェラト 

ン都ホテル大阪にて開催 

        三田裕子さん＆足立知謙さんに 

よるJazzライブ。米澤会員のサ 

プライズ企画で入会される前の 

白木会員が、大きなプレゼント箱 

から登場。 

2019年 

1月3日(木)  開口神社の参拝 特別例会 ご祈 

祷の後、奥野会員の社屋（奥野清 

明堂ホール）をお借りして新年会 

1月6日(日) ガールスカウトの皆さんとの新年 

       会 

1月10日(木) 堺 9ＲＣ新春合同例会 （ホテル・ 

アゴーラリージェンシー堺） 

1月12日(土) 第94 回 北輪会(天野山CC) 

2月1日(金) 白木敦司会員の入会式 

2月16日～21日まで 

国際奉仕活動 タイ浄水器& 人工 

透析器の寄贈。浄水器寄贈のプロ    

ジェクトには、2640 地 区より和 

歌山、田辺、堺泉ヶ丘、堺東南、 

堺南、 堺清陵、堺北の7ＲＣが参 

加し、樫畑ガバナーはじめ、約25  

名が参加 

3月8日(金)  出羽海部屋ちゃんこ例会（祥雲寺） 

3月10日(日) 仁徳天皇陵の清掃活動 

3月16日(土) 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 

会長の時間（6月 7日） 

 

時間 
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3月31 日(日) 親睦家族旅行（日帰り） 

旅行先 京都府 奥伊根温泉 

4月11日(木) 互輪会(ホスト：堺東RC）(天野山CC） 

4月12日(金) 「ロータリーデー・拡大例会」 

4月20 日(土) 第95 回 北輪会（天野山CC） 

5月10 日(金) 春の交通安全運動 

5月23日(木) 白木会員歓迎会  

6月15日(土) 最終例会（南海グリル東店） 

 

あとはそれぞれの委員会の方々、各委員会で活動

されたとは思います。ここでお礼を申し上げます。 

一年間会長をさせて頂いて、感想ではありますが、

まず本当に出来るかと不安でいっぱいでした。例会

当日の早朝又は、例会に来るまでの間に、会長の時

間での話を考えてまいりました。本当につらかった

です。今まで会長を経験された方には本当に尊敬し

ております。 

本当に会長の時間の話が上手く出来なかった事、誠

に申し訳ありませんでした。この場をおかりしまし

て、お詫び申し上げます。 

辛かったことは本当ですが、しかしながら反対に楽

しかったというか、いろいろ経験、体験させて頂き、

感謝の気持ちでいっぱいです。出来ればこのままあ

と５年でもやってみたいと思います。 

何か活動があれば、センターに位置づけさせて頂き、

ちやほらされて気持ちがいいものだとすごく感じ

ました。今までそんな経験は無く、いつも隅っこの

方で指をくわえて見ている人間でした。 

地位も名誉もお金もない男が一年間たいへん楽し

く、苦しくさせて頂きました。持っているものは、

すべて平等である「時間」です。この時間の使い方

も少しは勉強出来ました。本当に「光陰矢の如し」

を感じました。上半期の挨拶でも、言わせて頂きま

した「光陰矢の如し」「Time flies」「Life is short」

です。「テーマ」のままロータリーを楽しめました。

また会員の皆様にも少しは違った堺北ロータリー

クラブになったでしょうか？ 

又、インスピレーションになれたでしょうか？ 

ダメと言われるかもしれませんが、お許しを！！ 

最後にはなりますが、何故一年間任務を遂行出来

たか、それは、幹事、SAAの多大なる協力があれば

こそであり、また忘れてはいけないのはなんと言っ

ても事務局です。本当にありがとうございます。 

でももっと忘れてはいけないのは、やはり堺北ロー

タリークラブの会員の皆様、ファミリー会員の皆様

ではないでしょうか。 

本当に今年度一年間いろいろご迷惑をお掛けし

ましたが、心より感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

「 最終例会ご挨拶 」 

 会長 澤井 久和 

 

こんばんは。本日はお忙しい中、最

終例会及び親睦家族会にご出席、ご

参加くださいまして、誠にありがと

うございます。 

又、多数のご参加本当にありがとう

ございます。 

先週、例会での会長退任の挨拶で述べさせて頂いた

様に、なんとか1年間自分なりに、又、自分らしく、

会長職を務めさせて頂きました。会員の皆様、ファ

ミリー会員の皆様、ご家族の皆様にはご迷惑をお掛

けしたと思います。RIのテーマ「インスピレーショ

ンになろう」、私の堺北でのテーマ「ロータリーを楽

しむ、楽しんでやる、健康」と言う事を頭において、

務めさせて頂いたつもりです。皆様と一緒に出来た

かというと、まだ30点くらいかと思います。 

1 年というのは短すぎたと思います。本当に色々体

験、経験、勉強させて頂きました。すごく感謝して

おります。ここでもう一度この場をおかりしまして、

御礼を申し上げます。「本当に 1 年間ありがとうご

ざいました。」 

充実した、又楽しく、苦しくもあった1年を送ら

せて頂きました。退任挨拶でも言いましたが、会長

として扱って頂き、感謝、感謝です。何かあればい

つもセンターに位置づけさせて頂き、ちやほやされ

て気持ちがいいもんだとすごく感じました。今迄生

きて来た中でそんな経験は無く、いつも隅っこの方

で指をくわえて見ている人間でした。あと 5年は会

長をやってみてもいいなと思います。〈ウソ〉 

最後になりますが、坂田幹事、笹山 SAA、坂上事務

局そして会員の皆様、ファミリー会員の皆様、本当

に1年間ありがとうございました。昨年ハルカスで

のビアパーティーを開催した時も台風、嵐が来て、

又今夜も嵐みたいな天気です。嵐を呼ぶ男でした。

嵐のように去っていきたいと思います。何事も無か

った様に・・・ 

本日、家族会、嵐のように激しく楽しみましょう。 

会長の時間（6月 15日） 

 

時間 
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広報委員会 

「ロータリーの友・６月号の紹介」 

 広報委員 嶽盛 和三 

 

P7～15特集「クラブ広報力」 

1.広報と広告の違い 

 ①広報･･･取り上げたメディアが 

    情報の発信者 

 ②広告･･･掲載を依頼した広告主 

           (クラブ)が情報の発信者 

2.広報には事前準備が大切 

  ①振り返らせる「仕掛け」(奉仕活動)を企画す 

  る 

  ②知らせたい情報を拡散させる「仕組み」を作 

っておく 

3.媒体の特性を考慮する 

  ①自クラブの情報の貯蔵庫であるウェブサイト 

から各種媒体に展開し、より多くの人に見て 

もらう 

  ②性質の異なる媒体で転載内容を使い分ける 

4.広報ツール 

   「ポスター」「のぼり・旗」「うちわ」 

「ステッカー」「クリアファイル」「配布物」 

「風船」「リーフレット」 

5.ポスターを作ろう 

P16～19 2019年規定審議会報告 

 組織規定は上意下達で変わることはないが、 

「草の根」ロータリアンが自らが規定審議会を 

通じて「変えていくもの」である。 

P20～23 米山梅吉のあるある説は本当か？ 

P24 ゾーンの再編成、進行中 

2630地区（岐阜・三重）第2から第3ゾーンへ 

P47～55 ロータリーアットワーク 

P59 卓話の泉 「無戸籍問題について」   

 

 

国際奉仕委員会 

  「カンボジア スナーダイ・クマエ孤児院」 

  「絵画展鑑賞会のご案内」 

国際奉仕委員長 綿谷伸一 

 

今年も甲南大学に於いて、カンボ

ジア スナーダイ・クマエ孤児院の

子供たちの絵画展が開催されます。

去年同様、今年も有志の皆さんで、

鑑賞いたしたく、ご多用のところ大変恐縮ではご

ざいますが、ご参加のほどお願い申し上げます。

要項は下記の通りです。 

記 

日時：令和元年７月５日(金)例会・理事会終了後  

 ＊車乗合いで現地まで行きます。 

絵画展開催場所：甲南大学内 甲友会館 

 （兵庫県神戸市東灘区岡本 8-9-1）   以上 

 

 

 

 

親睦活動委員会 

 「最終例会 開会の挨拶」 

親睦活動委員長 中田 学 

 

皆様、こんばんは。澤井年度最後の

行事最終家族例会に、多数の会員ご

家族の皆様にご出席頂き厚くお礼申

し上げます。 

この一年間で新会員２名の増強、

白木会員のお父様が始められた仁徳

天皇陵の清掃活動が見事実を結び世界遺産登録が

目前と、素晴らしい１年だったと思います。 

ビアパーティー、忘年家族会、春の親睦家族会と

行事を進めて参りましたが、本日がもう最後の家族

会となりました。 

行事ごとに、会員、ご家族の皆様には多数出席して

頂き、おおいに盛り上げて頂き、厚くお礼申し上げ

ます。又親睦委員の皆様、事務局坂上さんにも多大

なご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

本日は多いに飲み、かつ召し上がって頂き、この一

年間を振り返りながらご歓談頂きたいと思います。 

どうぞ、最後までごゆっくり楽しんでください。 

これで開会の挨拶とします。 

 

 

社会奉仕委員会 

「堺南RC 第11回記念紙飛行機滞空競技大会報告」 

社会奉仕委員長 藤永 誉 

 

 今年で 11 回目となる紙飛行機大

会が堺南ロータリークラブ様主催で

6月22日（土）やや日差しの強い絶

好の紙飛行機日和でした。 

 堺北クラブでは、毎年設営や記録

のお手伝いで参加しています。今回

も子供達のはしゃいだ姿を見て癒されました。 

 紙飛行機クラブの皆様のデモンストレーション

が始まり、みんなから「わぁ〜、すごい！」という

委員会報告（6月 7日） 

 

時間 

 

委員会報告（6月 15日） 

 

時間 
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歓声が出る。紙飛行機がなかなか降りてこない。さ

すがです30秒以上の飛行をしてやっと着陸。 

本番は、A～Dの4組に分かれて飛行時間を計測直前

の飛行機の調整で、紙飛行機クラブの皆さまはてん

てこまい。飛ばし方の指導もしてくださり、子ども

たちの飛行機は、高く長く飛ぶようになりました。

ほんの少しの調整で飛行機は見違えるようになり

ます。中には、20秒を越えるロングフライトもあり

ました。 

 飛行機を追いかける純粋な目と気持ちをずっと

忘れずにいてほしいと願います。 

また来年に向けて頑張れ！子どもたち。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「第１１回“ダメ・ゼッタイ”募金の報告」 

           社会奉仕委員長 藤永 誉 

 

 6月度の「ダメ ゼッタイ」募金は、最終例会にて

行いました。 

ご家族の皆様のご協力もあり、募金金額は、１５，

５００円でした。  

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

 

澤井久和会員 1年間ありがとうございました。卓 

       話会長退任挨拶たぶん 5分くらい 

で終わります。ごめんなさい。 

中田 学会員 来週最終例会宜しくお願いしま 

す。 

米澤邦明会員 『ものの始まりみな堺』電柱利用 

の安全啓発表示、堺から。 

嶽盛和三会員 実質的に今年度最後の例会となり 

ました。一年間お世話になりまし 

た。 

笹山悦夫会員 1年間つたない議事進行にご協力い 

ただきありがとうございました。 

       そして、ニコニコ袋に積極的にご 

協力ありがとうございました。 

合計 １６，０００円 

★米山特別寄付・・・米澤邦明会員  

嶽盛和三会員 

 

 

 

松岡 史子様 澤井会長 1年間お疲れ様でした。

有難うございました。 

白木 隆子様 皆様お久し振りです。本日は宜し

くお願い致します。澤井会長一年

間お疲れ様でした。 

       仁徳さんのお掃除もやっと実を結

び世界遺産登録され嬉しいです。 

澤井久和会員 1年間ありがとうございました。 

苦しかった 1 年。楽しかった 1 年。 

素晴しい修行をさせて頂きました。 

木畑 清会員 澤井年度の役員の皆様、ご苦労様で 

した。 

池田茂雄会員 会長、幹事、SAAの皆様、この一年 

間、大変お世話になりました。 

有難うございます。 

國井 豊会員 澤井会長他役員の皆様、1年間御苦 

労様でした。本日は家内と一緒に出 

席させて頂きました。又、来期木畑 

会長よろしくお願いいたします。 

那須宗弘会員 澤井会長始め役員の皆様ご苦労様 

でした。今日は、ゆっくりおくつろ 

ぎ下さい。 

宇瀨治夫会員 澤井会長、坂田幹事、笹山SAA一年 

間お疲れ様でした。 

北側一雄会員 澤井会長、坂田幹事はじめ役員の皆 

様一年間ありがとうございました。 

城岡陽志会員 70歳になり、仕事に遊びに毎日が楽 

しい。あと、何年生きられるか。ゴ 

ルフ場でパターをしながらパタッ 

と死にたい！ 

中田 学会員 澤井会長、坂田幹事、笹山 SAA一年 

間ご苦労さまでした。 

辰 正博会員 会長幹事、各委員長、本当に 1年 

間ご苦労さまでした。 

田口 隆会員 楽しい性格の会長でおもしろかっ 

たです。澤井さん一年間お疲れ様で 

した。 

嶽盛和三会員 会長、幹事、SAAさん始め役員の方  々

お疲れ様でした。一年間ありがとう 

ございました。 

永富久紀会員 澤井会長一年間ご苦労様でした。 

塩見 守会員 澤井会長、坂田幹事、笹山 SAA、一     

年間お疲れ様でした。 

笹山悦夫会員 1年間、つたない例会運営にご協力 

いただきありがとうございました。 

白木敦司会員 皆様今晩は。本日は宜しくお願い致 

します。入会の歓迎会を開いて頂き 

まして有難うございます。       

            合計 ８７，０００円 

SAA報告（6月 7日） 

 

時間 

 

SAA報告（6月 15日） 

 

時間 
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第１２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6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   

１．5月度堺９RC連絡会について 

  ・5月度は案件無いため中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

時間 

 

２０１８－１９年度 最終例会 
6月 15日（土）17：30～ 

   於：南海グリル 東店 ３Ｆ 

 

澤
井
会
長
お
疲
れ
様
で
し
た 

２．堺南ＲＣ主催「第11回紙飛行機滞空競技大会」 

 への協賛金と当日の協力について 

  ・協賛金、参加者6名 － 承認 

３. 次年度予算案について 

  ・池田会計監事 説明 － 承認 

４．次年度上半期会費の請求について  

  ・7月の第一例会後郵送  － 承認 

５．地区補助金申請について 

  ・社会奉仕委員会の「子供囲碁大会」を検討 

   次期池永委員長で6月中に申請予定 

   綿谷国際奉仕委員長 協力 － 承認 

６. 事務局職員 夏季賞与の件 － 承認 

2019-2020年度役員のご紹介 

アンソレイユさん 

の素敵な演奏と歌に 

引き込まれ･･･ 

笹山会員熱唱 

乾 杯！ 

元気いっぱい 

中田家3兄弟妹 

フォンさん、 
そよかちゃんに 
キュンキュン♡です 

2018-19年度皆出席表彰 

 堀畑好秀会員  中川 澄会員 

 池田茂雄会員  米澤邦明会員 

 國井 豊会員  藤永 誉会員 

 山中喜八郎会員 笹山悦夫会員 

 宇瀨治夫会員  池永隆昭会員 

 中田 学会員   綿谷伸一会員 

 坂田兼則会員  塩見 守会員 

 澤井久和会員    以上15名 

  

 

皆出席表彰 

堀畑好秀会員 
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 会　　　　長 (役員) 木畑　清 クラブ奉仕 (理事)

会長エレクト (役員) 山中喜八郎 職業奉仕 (理事)

副　 会　 長 (役員) 中川　澄 社会奉仕 (理事)

幹　　　　事 (役員) 中田　学 国際奉仕 (理事)

Ｓ 　Ａ　 Ａ (役員) 塩見　守

会　　　　計 (役員) 藤永　誉

副幹事　綿谷伸一

副ＳＡＡ　藤永　誉

相談役会 幹事　宇瀨治夫

委員会名 委 員 長

会員増強委員会 嶽盛　和三

 クラブ奉仕部門

親睦活動委員会 辰　　正博

　担当理事 辰　正博 広報委員会 米澤邦明

ホームページ委員会 池田 茂雄

出席委員会 坂田兼則

 職業奉仕部門

　担当理事 笹山悦夫

 社会奉仕部門 　 社会奉仕委員会 池永隆昭

　担当理事 池永隆昭 　 新世代委員会 澤井久和

 国際奉仕部門
国際奉仕委員会 綿谷伸一

　担当理事 綿谷伸一 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 山中喜八郎

　 米山奨学委員会 小西幹夫

会長直轄委員会 囲碁大会準備委員会
委員長

宇瀨治夫

同好会名

写真同好会

ゴルフ同好会

歩こう会

グルメの会

囲碁同好会

　 伝統文化愛好会

辰　正博

2019年～20年度 理事役員・委員会委員一覧表 

理　　事　・　役　　員

笹山悦夫

池永隆昭

綿谷伸一

そ　 の　 他
直前会長  澤井久和（役員） 直前幹事 坂田兼則

(会計監事　池田茂雄)

構成員は主として
会長経験者

目的＝クラブ発展に向けての提言及び
人材育成

部　　門 副委員長 委　　　　員

藤永　  誉
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

城岡　陽志
堀畑・國井・宇瀨・北側・中川・小西・
奥野・田口・濵口・藤永・永富・平野

中川　  澄 池田・坂田・國井

那須宗弘 池永・綿谷

藤永　  誉 米澤・笹山

　 職業奉仕委員会 笹山悦夫 中川　  澄
城岡・那須・奥野・三上・田口・泉谷・
國井

坂田兼則 藤永・塩見・那須・白木

平野祥之 藤永・白木

永富久紀 嶽盛・小西・平野・澤井・泉谷・池永

國井　豊 堀畑・濵口・嶽盛

同  好  会

代表世話人 世話人

藤永   　誉 米澤

塩見   　守 藤永・中田

藤永   　誉 奥野・木畑

中川   　澄 綿谷・藤永・笹山

小西　幹夫 木畑

池田　茂雄 宇瀨

副委員長
塩見･藤永･

池永
会員全員

米澤邦明 池田・北側
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日  付 行    事 卓 話 者 日  付 行   事 卓 話 者 

2019年 
7月5日(金) 

会長就任挨拶・会員総会 木畑 清会長 
2020年 
1月3日(金) 

特別例会・開口神社参拝 － － － 

  12日(金) 第1回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 各委員長 9日(木) 堺9RC新春合同例会(ﾎｽﾄ) 
於：アゴーラリー

ジェンシー大阪堺 

  19日(金)  田口会員 10日(金) 9日に例会変更  

  26日(金) 27日に例会変更 － － － 17日(金)  辰 会員 

27日(土) ビア・パーティ 
於:スイスホテル

(難波) 
24日(金)  藤永会員 

8月2日(金) 会員増強月間 嶽盛和三委員長 31日(金)  平野会員 

9日(金)  國井会員 2月7日(金) テーブル会議 － － － 

  16日(金) 休会・定款第8条 － － － 14日(金) 第2回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 各委員長 

  23日(金)  永富会員 21日(金)  奥野会員 

30日(金)  白木会員 28日(金) 
国際奉仕フォーラム 

社会奉仕フオーラム 

綿谷伸一委員長 

池永隆昭委員長 

9月6日(金) 新世代フォーラム 澤井久和委員長 3月6日(金) 
夜間例会へ変更 

出羽海部屋ちゃんこ例会 
於：祥雲寺 

  13日(金) ガバナー公式訪問 中野 均ガバナー 13日(金)  堀畑会員 

  20日(金) 休会・定款第8条  20日(金) 祝日休会  

  27日(金)  城岡会員 27日(金) 29日の親睦家族旅行に変更 － － － 

10月4日(金) 職業奉仕フォーラム 笹山悦夫委員長 29日(日) 親睦家族旅行（日帰り） － － － 

11日(金) 
フアイヤサイドミーテイ

ング 
－ － － 4月3日(金) ロータリー雑誌フォーラム 米澤邦明委員長 

18日(金)  小西会員 10日(金) 拡大例会 
於：南海グリル東

店3Ｆ 

25日(金) 27日の地区大会に変更 － － － 17日(金)  宇瀨会員 

27日(日) 地区大会 
於：アゴーラリー

ジェンシー大阪堺 
24日(金)  那須会員 

11月1日(金) ロータリー財団フォーラム 山中喜八郎委員長 5月1日(金) 休会・定款第8条 － － － 

8日(金) 
10 日囲碁フェスタに例会変

更 
－ － － 8日(金)  中川会員 

10日(日) 
第9回子ども囲碁フェスタ・

堺 
於:サンスクエア堺 15日(金)  三上会員 

15日(金)  坂田会員 22日(金) 
第3回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 

(次年度の為の)  
次年度各委員長 

22日(金) テーブル会議 － － － 29日(金) 第4回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 各委員長 

29日(金) 休会・定款第8条 － － － 6月5日(金) 会長退任挨拶  木畑 清会長 

12月6日(金)  池田会員 12日(金) 13日の最終例会に変更  

13日(金) 
年次総会･ 

上半期を顧みて 
木畑 清会長 13日(土) 最終例会  

20日(金) 21日忘年家族会に例会変更 － － － 19日(金) 休 会  

21日(土) 忘年家族会 
於:大阪マリオット

都ホテル(天王寺) 
26日(金)   休 会  

27日(金) 休会・定款第8条 － － －    

2019～20 年度 卓話予定表 
 


