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前回の例会 

2019年 9月 13日（金）第 1853回 

「 ガバナー公式訪問 」 

  RI第 2640地区ガバナー 

    中野 均 様（堺東 RC） 

今週の歌  「我らの生業」 

     「堺北ＲＣの歌」「赤とんぼ」 

お客様紹介 

・RI第 2640地区ガバナー 中野 均 様 

・ 〃   地区代表幹事  上松瀬 洋様 

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇皆出席表彰 (９月) 

 坂田兼則会員（第１３回）  

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 9月 27日第 1853号 

 

2019年 9月 27日（金）第 1854回 

卓 話 「 製造業の実情 」  

卓話者  城岡 陽志 会員 

今週の歌  「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 

     「ちいさい秋見つけた」 

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 

 

 

 

2019-20 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 10月 4日（金）第 1855回 

卓 話 「 職業奉仕と社会奉仕 」  

卓話者  RI第 2640地区職業奉仕委員会 

     副委員長 角谷
つ の や

 浩二 様 

紹介者  笹山 悦夫 職業奉仕委員長 

＜9 月 13 日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30 名 
出席会員            22 名 
欠席会員               8 名 

  ゲスト             2 名 
  ビジター            0 名 
8 月 23 日(金)の出席率     90.00％ 

今週の歌 

「ちいさい秋見つけた」 

  だれかさんが だれかさんが 

  だれかさんがみつけた 

  ちいさい秋 ちいさい秋 

  ちいさい秋みつけた 

  目かくしおにさん 手のなるほうへ 

  すましたお耳に かすかにしみた 

  呼んでる口笛 もずの声 

  ちいさい秋 ちいさい秋 

  ちいさい秋みつけた   
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「 ガバナーアドレス 」 

        国際ロータリー第２６４０地区 

          2019-2020年度 

            ガバナー 中野 均 様 

 

 国際ロータリー マーク・ダニ

エル・マローニー会長について、 

２５歳の時、ロータリークラブ入

会。３０歳の時、クラブ会長。３４

歳で地区ガバナーに就任されまし

た。今までに、国際ロータリーの重

要な役職に携わっておられました。奥様もロータリ

アンです。ご夫婦でアラバマ州ジケーター・ロータ

リークラブに所属しています。 

 ２０１９－２０年度の会長テーマ「ロータリーは

世界をつなぐ」について、ＰＥＴＳと地区研修・協

議会でご説明させていただきましたが、改めてクラ

ブ会員の皆さまにお伝えさせて頂きたく思います。 

 まず、最初に協調事項についてです。「ロータリー

は成長させることです。」それは、奉仕活動やプロジ

ェクトのインパクトを成長させること、また、最も

重要なことは、会員を増やすことです。と述べられ

ています。そして、ロータリーでの経験の中核にあ

るのは「つながり」であるとマローニー会長は信じ

ています。 

今、皆様方のクラブにおいて、会員増強に苦慮され

ていると思いますが、引き続きご努力願いたく思い

ます。 

 続いて、マローニー会長は、「ロータリーで私たち

は、お互いの違いを超え、深く、意義あるかたちで

お互いにつながることができます。」また、「ロータ

リーがなければ出会うことがなかった人びと、職業

上の機会、私たちの支援を必要とする人たちとのつ

ながりをもたらしてくれる」と。 

 「つながり」についてですが、皆さまは、ロータ

リーに入会された時は、どなたかの紹介で入られた

ことと思います。その方と「つながっていた」ので

はないでしょうか。また「つながり」があって入会

を勧められた方もあったことでしょう。会長テーマ

「ロータリーは世界をつなぐ」は、本当に解りやす

い内容です。皆さまの趣味や職業を通してロータリ

ーをつないで頂ければ有難く思います。 

 マローニー会長は、「ユニークなネットワークを

駆使するロータリーを通じて私たちは、人類の素晴

らしい多様性とつながり、共通の目的において末永

く続く深い絆を創り出します。私たち全員をつなぐ

のはロータリーです。」と言われています。さらに、

忙しい職業人や家族の都合でも忙しい会員にもリ

ーダーの役割を果たしてくれるよう促しました。 

 国連との関係について、この焦点は、多くのロー

タリー奉仕プロジェクトが支援する国連の持続可

能な開発目標であります。ロータリーは世界中の人

道的課題に取り組むため、国連と共に活動してきま

した。国連は今日、ロータリーに対し、非政府組織

の相談役に対して与える中で最高の立場を認めて

います。「ロータリーは、より健康で、平和で、持続

可能な世界に対する国連の継続したコミットメン

トを共有しています。ロータリーはほかの組織には

かなわないものを提供します。つまり、奉仕と平和

という精神の下に世界中の人びとがつながること

ができ、目標に向かって意義ある行動を起こすこと

のできるロータリーのインフラです」と述べられて

います。 

 次に旅行好きのマローニー会長がゲイ夫人と旅

に出られた時の話です。それは、ニューヨークシテ

ィーのＪＦＫ国際空港でターミナルをぶらついて

人間観察をしていました。どのゲートにも、人びと

の島がありました。コンコースの中央を行けばそこ

はニューヨークで、同じ川をみんなで進んでいます。

わきにそれてゲートに入ると、川を離れて島にたど

りつきます。そこは、デリーやパリ、テルアビブな

のです。「こんなにさまざまな人が、さまざまな国か

ら、ひとつの場所に集まっているのは、ロータリー

みたいだ」と思いました。しかし、あることでロー

タリーとは全く違うことに気づきました。それは、

同じ方向に向かう人は話をするかも知れませんが、

違う方向に向かう人びとには話かけはしないので

す。 

それに比べロータリーは、私たちが違いを超えて、

深く、有意義な形でつながり合うことを可能にして

くれます。ロータリーに入らなければ出会えなかっ

たような人びと、思ってもみなかったほど自分に似

ている人びとに引き合わせてくれます。そういった

出会いこそ、ロータリーでは、誰ひとり島に孤立し

たりしません。誰であれ、どこの出身であれ、どの

言語を話すのでも、みんなが一緒にロータリーに参

加しています。私たちは互いにつながり合っていま

す。このつながりこそ、ロータリーの核となるもの

です。これこそ、私たちをロータリーへ導いたもの 

なのです。これこそ、ロータリー会員であり続ける

理由です。「ロータリーが世界をつなぐ中、ロータリ

アンの仲間と一緒に旅路に出ませんか。」とメッセ

ージを送られています。 

 地区方針として、皆さまのつながりで、会員増強

にお力添えを賜りたく思います。皆さまのロータリ

ー活動の楽しみについて、それぞれで楽しんで頂い

卓 話 
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堺北ロータリークラブの皆様 

清心寮 寮長 西嶋嘉彦 

（前略）この度は貴クラブより子どもたちを祥雲寺

お寺体験に招待いただき、誠に有難うございます。 

 子どもたちは、普段体験できないことに初めは緊

張が見られましたが、徐々に慣れ楽しそうな姿を見

ることができ、施設に戻った後には「座禅体験でき

てよかった」、「また行き 

たい」など嬉しそうに話 

しており、とても有意義 

な時間を過ごすことがで 

きました。笑顔が絶えな 

い日々の中で子どもたち 

が心豊かに育っていける 

よう、今後もしっかりと 

支援してまいりたいと思 

います。（後略） 

ていると思っています。地区委員会活動について、

例えば、青少年関連で関係するクラブでは、委員会

活動に参加をされています。各委員会は、皆さまに

ご参加頂けるよう企画されていますので、地区スロ

ーガンとして「参加してロータリー活動を楽しもう」

とさせて頂きました。皆さまのご参加をお願いしま

す。 

 続いて、お願いさせて頂きたいのは、ロータリー

財団と米山記念奨学会への寄付です。 

目標額として、ロータリー財団年次基金寄付一人当

たり２００ドル、ポリオ・プラス１０ドルです。 

米山記念奨学会普通寄付一人当たり６，０００円、

特別寄付９，０００円合計１５，０００円をお願い

させて頂きたく思います。 

宜しくお願いします。 

 次に２０１９年規定審議会において、メークアッ

プの要件に関し変更があり、各クラブから地区へ毎

月の出席率報告を求めないこととしました。但し、

クラブ会員数、入退会者数、出席規定免除者数など

は、従来通り毎月報告して頂きます。年度終了後速

やかに、地区へ出席率の報告を頂くことになります。

また、クラブ細則を変更することにより、メークア

ップの基準をこれまでどおり維持（例会の前後１４

日間に限る）することができます。 

以上、私からの話とさせて頂きます。 

  

 

 

 

 会長 木畑 清 

 

今日はガバナー公式訪問です。 

中野 均 ガバナーが地区テーマ

「参加してロータリー活動を楽し

もう」を具体的にお話下さいます。

会長の話は週報に書かせていただ

きます。 

 

 「平成の時代を振り返って №.3」 

1月 長崎市長が狙撃され重傷。犯人の右翼を逮 

  捕。 

6月 礼宮親王・川嶋紀子様が結婚。秋篠宮家創設。 

8月 政府、多国籍軍への資金提供など仲冬支援策 

  を公表。 

10月 東証株価２万円台を割る。 

   前年末から9ヵ月で半値に下落（バブル経済 

   崩壊） 

11月  天皇陛下 即位の礼。 

    日本国憲法下で初の大嘗祭。 

<国外> 

2月 ソ連、一党独裁放棄、大統領制新設、市場経 

   済導入。初代大統領にゴルバチョフが就任。 

10月 東西両ドイツ統一。 

12 月 中国共産党 鄧小平の改革、開放路線を確認。 

     （主な物故者）池波正太郎，藤山寛美 

 

 

 

国際奉仕委員会 

国際奉仕委員長 綿谷伸一 

  

 本年度の友好クラブ タイ国ノン

ケームRCとの浄水器の贈呈式が2020

年2月11日に決まりましたので報告

いたします。 

今回も和歌山、堺泉ヶ丘、堺清陵、堺

北ＲＣ合同での贈呈式です。 

大型バスで学校等を視察し、夜は 3350 地区ガバナ

ーを交えての国際交流レセプションを企画して頂

いているようです。 

微笑みの国タイランドでの国際奉仕活動、多くのメ

ンバーのご参加をお待ちしています。 

 

 

        社会奉仕委員会 

社会奉仕委員長 池永隆昭 

  

 過日 8月 25日（日）に祥雲寺におい

て、清心寮夏期研修が開催され、参加し

た子どもたちからお礼の色紙が届きま

した。また寮長の西嶋様よりお礼状もい

ただきましたので、ご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 

 

時間 

 

委員会報告 

 

時間 
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「令和最初の交通安全運動」 

社会奉仕委員 藤永 誉 

 

 今年もやってまいりました！「秋

の全国交通安全運動」が９月２１日

～３０日まで実施されます。今回は、

見晴らしの良い堺市役所高層館２１

階にてセレモニーを行いました。西

本堺区長様、大原堺警察署長様よりご挨拶をいた

だきました。「子供と高齢者の安全に重点、保険加

入の推奨と自転車に乗るときはヘルメットをか

ぶりましょう」を訴えておられました。続いて宝

珠幼稚園の園児たちの交通安全教室です。婦人警

官さんのご指導のもと、堺市のご当地アイドル

「Culumi」（クルミ）の３名がお手伝いして子供た

ちにクイズ形式で横断歩道の渡り方や道路標示

の意味などの交通ルールを教えていただきまし

た。そのあとクルミの皆さんのステージで盛り上

がりました。園児たちがとても喜んでいました。 

駅前に出向き交通安全啓発セットを配布して堺

市民のみなさまへ交通安全を呼びかけました。 

事故のない堺そして世界をみんなで作り上げて

いきたいです。みなさまも交通安全週間ではない

ときもルールを守って安全運動、思いやりの行動

をしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 員 一 同  中野地区ガバナー、上松瀬代表幹 

       事、ようこそいらっしゃいました。 

       会員一同心より歓迎いたします。 

       これからもご指導のほどよろし 

       くお願いいたします。 

池田茂雄会員 中野 均 ガバナー、上松瀬 洋 代 

       表幹事、ようこそお越しください 

       ました。宜しくお願いいたします。 

中田 学会員 奥野さんお久しぶりです。お元気 

       そうで。 

田口 隆会員 奥野さん元気になられてよかっ 

       たです。 

永富久紀会員 中野ガバナーをお迎えして。 

平野祥之会員 中野ガバナー、ようこそお越しく 

       ださいました。 

            合計３８，０００円 

 

◆米山特別寄付･･･嶽盛和三会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ報告 

 

時間 

 

皆出席表彰 (９月) 

 坂田兼則会員（第１３回） 

 

 <参加者> 敬称略 

池田・山中・米澤 

綿谷・小西・塩見 

藤永  以上7名 

 


