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前回の例会 

2019年 10月 26日(土)･27日(日)第 1858回 

   ＲＩ第 2640地区 2019-2020年度 

       地 区 大 会 

於:ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺 

 

 

 

 

2019年 10月 18日（金）第 1857回 

卓 話 「 ロータリー財団フォーラム 」  

卓話者 山中喜八郎ロータリー財団委員長 

今週の歌  「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 

「堺北ＲＣの歌」 

「おつかいありさん」 

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年 11月 1日第 1857号・第 1858号 

 

2019年 11月 1日（金）第 1859回 

卓 話 「 改正相続法のポイント 」  

卓話者    白木 敦司 会員 

今週の歌  「君が代」「奉仕の理想」     

     「バースデーソング」 

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（１１月度） 

田口 隆会員(12日) 木畑 明子様(16日)  

〇結婚記念祝い（１１月度） 

宇瀨治夫会員(3日) 米澤邦明会員(4日)  

中田 学会員(18日) 塩見 守会員(18日) 

奥野圭作会員(19 日)三上尚嘉会員(23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：中川 澄 

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 11月 10日(日)第 1860回 

   第 9 回子ども囲碁フェスタ・堺 

   於：サンスクエア堺 

＊11月 8日の例会は上記へ変更いたします 

 

＜10 月 26 日(土)･27 日(日)の地区大会出席報告＞ 
会 員 数            30 名 
出席会員            17 名 
欠席会員              13 名 

    ゲスト             0 名 
    ビジター            0 名 
9 月 27 日(金)の出席率      93.33％ 

＜10 月 18 日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30 名 
出席会員            18 名 
欠席会員              12 名 

  ゲスト             0 名 
  ビジター            0 名 
10 月 4 日(金)の出席率     80.00％ 
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「ロータリー財団フォーラム」  

      ロータリー財団委員長 山中喜八郎  

 

 委員長の山中で御座います。財

団には、皆様日頃からご寄付、ご援

助を頂きましておかげ様で、何と

か切り盛りをさせて頂いておりま

す。 

さて、財団のお話は、もう数回させ

て頂いており、皆様方には、もう飽きていらっし

ゃるのではないかと、心配しております。 

それで、何かないかと、地区に探りを入れました

が、新しい情報が有りません。 

そこで、同じ事をお伝えするかと思いますが、「ロ

ータリー財団」の事を、いくつか喋らせて頂きま

す。 

 さて、100 年以上も前に創設されて以来、ロー

タリー財団は、教育の支援や持続可能な成果を生

み出すプロジェクトに、総額「40億ドル以上の資

金を」提供して参りました。この 1つ、1つの寄

付により、世界中の地城社会を少しずつ変えてい

く事が出来ます。1917年当時のＲＩ会長アーチ・

クランフが「世界で良い事をするための」基金を

提案、このビジョンに「26ドル 50セント」の最

初の寄付が、ナント全世界の多くの人の人生を変

える財団と発展しました。 

 当財団は、慈善活動を目的とする公共慈善団体

であり、管理委員会によって管理されています。

国際ロータリーとロータリー財団の世界本部は、

米国イリノイ州エバンストンにあります。当財団

の協力財団が、日本、オーストリア、ブラジル、

カナダ、ドイツ、インド、英国に設けられていま

す。 

 

「ロータリー財団の補助金」は、次の通り使って

います。 

①疾病の予防に 35,660,986ドル 

②安全な水の提供に 18,791,761ドル` 

③教育の支援に 10,998,136ドル 

④地域経済の発展に 10,503,910ドル 

⑤母子の健康に 204,677ドル 

⑥平和の推進に 3,547,899ドル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018会計年度、 ロータリー財団は1,306口、 

 合計86,677,399ドルの補助金を授与しました。 

 

 お陰様で、11年連続で、慈善団体の格付けを行

う米国の独立機関「チャリティーナビゲイター」

がロータリー財団に 11 年連続で最高の 4 つ星評

価を与えました。この評価は「ロータリー財団」

の健全な財務状況及び説明責任の透明性のコミ

ットメントが認められた事によるものです。 

「このような評価を頂きとても光栄です」とロー

タリー財団のロンバートン管理委員長「この結果

は、世界中の大勢のロータリアンの努力と検診を

物語っています。ロータリアンは、寄付が意図さ

れた通りに活用されると信じていますし、実際に

寄付は世界をよりよくする為に生かされていま

す。」 

チャリティーナビゲーターは、財団による嵜付の

活用、プログラムと奉仕の実施効果的なガバナン

スと組織の透明性を高く評価しました。 

 さて、公益財団法人ロータリー日本財団も同じ

道を歩んでいます。 

財団理事長 千玄室さんです。私も同志社大学の

繋がりで、幾分か知り合いです。大阪でのロータ

リーの世界大会がありました時に、はじめてお見

受けしてファンになりました。180 ㎝ぐらいの背

格好で、堂々としていて黒紋付で格好良く、一度

で本当のファンになりました。 

千玄室さん、その当時は千宗室さんでした。伺年

か前に、堺北 RCがお正月明けの「新轡合岡例会」

でのゲストをお願いして、お引き受け頂きました

のに、すぐにぐ大使になられて、すぐにアメリカ

卓 話 (10月 18日) 
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へいかれて、新春合同例会には、ゲストに来て頂

けなく、立派なお花をお送り頂いたのを覚えてい

ます。 

千さんは、今も、ロータリー財団を盛り立てて頂

いており、日本国の大使として、また、ロータリ

ー大使として、世界中を飛び回っていらっしゃい

ます。 

時々、堺にお見えになり、千家のお茶の発祥地と

しての堺を大事にしておられます。ロータリー財

団の話がえらい所まで、広がりましたが、私も、

千理事長と親しくなりましたのも同志社大学も

ありますが、ロータリーのお陰と感謝しておりま

す。有難う御座いました。 

  

 募金の目標 ３億ドル 

 現在までの募金 

   ３憶ドルを超えています。 

    ３０４.４億ドル 

            有難う御座いました。 

 

 

 

 会長 木畑 清 

 

 先週は台風19号で大変な災害

になりました。被害に遭われた

方々に心からお悔やみ申し上げま

す。 

明治の頃に欧州より派遣された土 

木技官は日本の地形を見て「山から海に注ぐ川

は滝の様だ」と意見を述べたそうです。 

現在、地球の温暖化によって海水温が2度程上

がっています。台風の勢力が衰えない原因にな

っているのかもしれません。 

私共の水産界では30年程前から様々な現象が起

きています。平成3年に雲仙普賢岳が噴火しま

した。それより2～3年前より有明海に産卵に来

る河豚（ふぐ）が全く獲れなくなりました。多

分、海底が異変を起こしていたのではと思いま

す。 

明治時代の随筆家で物理学者の寺田寅彦（夏目

漱石の弟子）は「天災は忘れた頃に来る」とい

う言葉を残しています。又、「人間は何度も同じ

災害に遭っても、決して利口にならぬものであ

ることは歴史が証明している」とも語っていま

す。 

昭和19年（1944年）東南海地震、21年（1946

年）南海地震が起こっています。今世紀中頃ま

でに次回地震が発生すると予測されます。 

 

「平成の時代を振り返って №.7」 

平成6年 

1月 政治改革関連4法案成立。 

   細川首相、辞意表明。 

6月 天皇・皇后両陛下、訪米。 

6月 松本サリン事件発生。 

   住民が中毒症状を訴え、8人死亡60人入  

   院。 

6月 自・社・さきがけ連立政権樹立で合意。 

7月 女性宇宙飛行士・向井千秋、米スペースシ 

   ャトルで宇宙へ。 

9月 関西国際空港開港 

10月 大江健三郎にノーベル文学賞 

（国外） 

2月 北朝鮮、IAEA（国際原子力機関）と核査 

   察問題で合意。 

3月 IAEAの核査察団、北朝鮮・寧辺の重要施 

   設・査察を拒否。 

6月 中国核実験を実施 

6月 北朝鮮、金日成主席死去。 

7月 金正日体制を明示。 

（主な物故者） 

山口誓子・大山倍達・吉行淳之介・東野英治郎 

 

 

 

 

（１）配布物   

 ・週報  

 ・ロータリーの友１０月号 

  

（２）例会変更 及び  

   第 9回子ども囲碁フェスタ・堺のご案内 

 日 時 ： 2019年 11月 10日（日） 

 集合時間： 10時 

 場 所 ： サンスクエア堺・Ａ棟２階 

 ＊11月 8日(金)例会 → 11月 10日(日) 

会長の時間 (10月 18日) 

 

時間 

 

幹事報告 

 

時間 
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「第 9回子ども囲碁フェスタ・堺」に例会変更  

致します。 

 

（３）休会のお知らせ 

 11月 29日（金）は、定款第 8条第 1節の規定 

 により休会といたします。お間違いなきよう 

 よろしくお願いいたします。  

 

    

 

 

堀畑好秀会員 ５人目の孫のお宮参りを済ませ 

       て。  

那須宗弘会員 御嶽海が優勝してしまいました。 

       頭が痛いです。        

中田 学会員 先日はありがとうございました。   

       大変盛り上がりました。 

中川 澄会員 中田さん、先日はありがとうござ 

       いました。 

嶽盛和三会員 先週は、友人の葬式でお休みさせ 

       ていただきました。 

             合計２４，０００円 

 

◆米山特別寄付・・・嶽盛 和三会員 

 

 

ＳＡＡ報告 

 

時間 

 

    表  彰（対象2018-2019年度） 

◆ロータリー財団年次基金寄付優秀クラブ 

◆ポリオ・プラス寄付優秀クラブ 

◆End Polio Now 

「歴史に1ページを刻もキャンペーン支援クラブ 

◆「毎年あなたも100ドルを」クラブ 

◆米山記念奨学金寄付優秀クラブ 

◆米山功労クラブ 

    以上6部門において表彰を受けました。 

知っていても知らなくてもよい雑学 

大阪府民あるある 

・洗濯機のことを「せんたっき」と読み、水族館 

 を「すいぞっかん」と読む。他にも三角形を「さ 

 んかっけい」と読むなど、ローマ字で書いて  

 「kaku」が「kku」に、「zokukan」が「zokkan」 

 になるようです。 

・「んじゃ寝るで」→「それじゃ寝るで」。 

・「行けたら行く」は、たぶん来ない。 

・とりあえず、「せやな」基本的に… 

・「今日飲みに行けへん？」「行く行く！」 

 テンションあがったら、今日晩飯おごるけど、 

 行かへん？「行く行く行く行く！」 

・「いってきまーす」「いってらっしゃい」 

《数分後》「忘れ物した！」「おかえり～はやいな」 

・救急車やパトカーのサイレンが聞こえると                    

 「おい、お前向かえに来たで」 

・お粥のことを「おかいさん」 

・飴のことを「あめちゃん」 

・「男もの」は「男もん」・「女もの」は「女もん」   

 「もの」を「もん」と言ってしまう 

・新品のこと「さら」または「さらぴん」 

・考えとくわー←考える前から答えはno、てか 

 考えない 

・「USJ」ではなく「ユニバ」、「マック」でなく 

 「マクド」 

2019-2020年度ＲＩ第 2640地区 地区大会 

【第 2日目本会議】 

2019年 10月 27日（日） 

於:ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 

  [本会議]  4Ｆ「ロイヤルホール」 

   12：00～受付 12：55開会 


