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前回の例会 

2019年 8月 30日（金）第 1851回 

「 テーブル会議 」 

議題 

 ①創立 40周年記念事業について 

 ②新春合同例会開催（ホスト）について  

今週の歌  「四つのテスト」 

     「待ちぼうけ」 

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 9月 6日第 1851号 

 

2019年 9月 6日（金）第 1852回 

卓 話 「 新世代フォーラム 」 

卓話者 RI第 2640 地区ローターアクト 

     代 表  酒井 憲久様 

     直前代表 左近 悟 様 

紹介者 新世代委員長 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(９月)  

 那須宗弘会員(2日) 澤井久和会員(7日)  

 米澤邦明会員(11日) 

 北側 和代様(13日) 小西恵子様(18 日)  

 米澤  洋子様(21 日)  

〇結婚記念祝い(９月)  

 北側一雄会員(9日) 

 
 

 

 

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：坂田兼則 

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 9月 13日（金）第 1853回 

 「 ガバナー公式訪問 」 

卓話者 RI第 2640地区 

    ガバナー 中野 均 様 

＜8 月 30 日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30 名 
出席会員            21 名 
欠席会員               9 名 

  ゲスト             0 名 
  ビジター            0 名 
8 月 2 日(金)の出席率     93.33％ 
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「 テーブル会議 」 

  議題：創立 40周年記念事業について 

2020-21年度 幹事 塩見 守  

   

 本日のテーブル会議は、2020年度

10月8日（木）の堺北ＲＣ創立 40周

年事業について、皆様のご意見をお

聞かせ下さい。 

7月 25日（木）、堺北ＲＣ40周年記

念事業委員会での議事録を元に進めさせていただ

きます。 

記念事業内容について、記念式典、記念旅行、記念

誌の作成、記念事業の4つを行いたいと考えていま

す。このことについて、本日例会に参加の全員一致

で賛同していただきました。4 つの事業を行います

ので、予算を考えて一つ一つの内容を詰めて行かな

いといけません。皆様で工夫して、アイデアを出し

合って、自分達で作れるものは自分達で作成し、手

作り感満載での企画を提案していただきました。ま

た、予算を先に決めないと、内容を決められないと

のご意見もいただきましたので、早急に概算にはな

ると思いますが、決めたいと思います。 

それから、40 周年記念事業準備委員長は宇瀨会員、

副委員長は塩見会員と決定しておりますが、4 つの

記念事業の担当代表者を選出させていただき、その

方を中心に内容を詰めてほしいと思います。 

会員の皆様には、いずれかの部門に加わっていただ

き、全員で 40 周年事業を成功させたいと考えてい

ます。 

 

議題②「新春合同例会開催（ホスト）について」

は時間不足のためご意見を伺うことができませ

んでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「平成の時代を振り返って」 

 会長 木畑 清 

 

平成元年 

昭和64年 

 1月 7日 昭和天皇崩御 

  皇太子明仁親王が新天皇に即位 

 1月 8日 「平成」と改元 

 1月 9日 天皇陛下 朝憲の儀で憲法  

  遵守を表明 

 4月 1日 「消費税」スタート 

 7月23日 第15回参院選で国政選挙初の与野党 

      逆転 

   24日 宇野首相、惨敗の責任とスキャンダルで   

      退陣表明 

 8月 9日  海部俊樹内閣発足 

10月14日 田中角栄、政界引退を表明 

11月21日 総評解散、連合が発足 

＜ 海 外 ＞ 

 5月20日 北京に戒厳令 

 6月 4日  天安門広場に武装部隊が出動 

      学生市民を武力制圧 

11月10日  ベルリンの壁崩壊 

      東ドイツ史上最大 100万人デモ 

      西独への国境開放 

11月24日 チェコ、プラハで民主化要求（プラハ 

      の春） 

12月 2日 マルタ島でブッシュ氏とゴルバチョフ 

      氏が米ソ首脳会談 

    3日 冷戦終結を宣言 

12月25日 ルーマニア、チャウシェスク大統領夫 

      妻処刑 

（主な物故者）松下幸之助、手塚治虫、美空ひばり 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 

 

時間 

 

卓 話 
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社会奉仕委員会 

「秋の交通安全運動のお知らせ」 

           社会奉仕委員長 池永 隆昭 

 

下記の通り、恒例の秋の交通安全

運動が行われます。会員の皆様は万

障繰り合わせの上、ご参加頂きます

様お願いします。 

 

 記 

日時：令和元年9月19日（木）10：30～11：50 

場所：堺市役所21階 展望ロビー  

※ジャンパー・帽子 着用お願い致します。 

(メイクアップになります！) 

 

令和元年「秋の全国交通安全運動」は 

9月21日（土）から30日（月） 

 

 

 

木畑 清 会員 テーブル会議、よい意見を多く 

       お願いします。 

城岡陽志会員 愛媛県三崎高校の件で、御無理言い 

       ます。ふる里へのサポートが私のラ 

       イフワークです。 

中田 学会員 大変な事をしてしまいました。 

綿谷伸一会員 中田会員ホールインワン達成お目 

       出とう！！ 

藤永 誉会員 中田幹事、Ｗ(ダブル)でおめでとう 

       ございます。 

笹山悦夫会員 ホールインワンおめでとうござい 

       ます。その場で歴史的偉業を拝見さ 

       せていただきました。 

永富久紀会員 例会欠席お詫び。 

       妻誕生日お花頂きました。      

            合計２０，０００円 

 

 

（1）配布物 

  ・週報  

  ・2018-2019年度地区大会記録誌 

 ・堺北ロータリークラブ概況 

  2019-2020年度活動方針、活動計画書 

  2018-2019年度活動報告書 

  

   

 

「愛媛県三崎高等学校について」 

会員 城岡 陽志 

  

 本日は、ロータリーに関係がない

話で大変恐縮ですが、私の故郷、

愛媛県に三崎高等学校という小さ

な高校があります。そこでは、豊

かな自然に囲まれ、地域と協働し 

ながら教育を受け、子どもたちを心身ともに健康 

に豊かに育てています。 

この高校は、全国募集をしていて、  

(１)未咲輝塾（公営塾）があります。町が運営す 

  る塾が学校内にある 

(２)寮があり、（月）３万円の寮費の半額（１万５ 

  千円）が補助される 

(３)通学費（バス代）の半額が補助される 

(４)入学支度金として、５万円の地域振興券が支 

  給される 

などとても魅力ある学校です。 

このように親元を離れての寮生活もたくさんのサ 

ポートがあるので安心で、多くの生徒さんは、 

ここの3年間で貴重な体験をし、一人一人輝き、 

立派に成長されています。 

その取り組みに私も関心を持ち、バックアップ企 

業となり協力しています。また、個人では、三崎 

高等学校「伊方サポート隊長」として、この度、 

『三崎高等学校見学ツアー』を別紙の通り企画し 

ました。宿泊費や町内の交通費は我々伊方サポー 

ト隊が負担します。 

皆さんの周りに高校入学を控え、ご関心ある学生 

がいらっしゃったら、こんな学校があることを教 

えてあげてください。 

学校見学ツアーは、 

第1回目 10月19日（土）～20日（日） 

第2回目 11月16日（土）～17日（日） 

  （詳細、お問合せはサポート隊長 城岡まで） 

 

SAA報告 

 

時間 

 

委員会報告 

 

時間 

 

幹事報告 

 

時間 

 

その他 

 

時間 
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 今年度地区大会は堺東ロータリークラブがホストとなり、堺 8ＲＣがコホストとなって

おりますので、ご参加宜しくお願いします。登録締め切りは9月17日（火）まで。 


