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前回の例会 

2019年 11月 22日(金)第 1862回 

「 テーブル会議 」 

・「堺 9ＲＣ新春合同例会について(ホスト)」 

・「40周年記念行事について」 

・「第 10回子ども囲碁フェスタ・堺 

           開催時期について」 

今週の歌 「日も風も星も」 

     「紅葉」 

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 12月 6日第 1862号 

 

2019年 12月 6日(金)第 1863回 

卓話者 宇瀨 治夫 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・年次総会 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い（12月度）  

泉谷一郎会員(4日) 

塩見直子様(3日)   嶽盛幸子様(25日) 

堀畑キヌ子様(26日) 澤井ふみ様(30日) 

〇結婚記念祝い（12月度）    

泉谷一郎会員(4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：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 12月 13日(金)第 1864回 

卓 話 「 上半期を顧みて 」 

卓話者  木畑 清 会長 

 

＜11 月 22 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             0 名 
  ビジター            0 名 
11 月 1 日(金)の出席率    93.33％ 
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「堺 9 ロータリークラブ新春合同例会について」 

        記録：幹事 中田 学 

 

会長    木畑 清 

新春合同例会実行委員長  堀畑 好秀 

日 時 令和 2年 1月 9日（木） 

     10：30～ 受付開始  

     11：00～ 合同例会 

     11：45～ 互礼会  

場 所 ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺  

     4階 ロイヤルホール 

 大阪府堺市堺区戎島町 4丁 45番地 1 

  TEL 072-224-1121 

会員集合時間 9：30 全員集合 

役割分担 

 会場設営責任者 中田会員、綿谷会員 

 受付責任者 坂田会員、國井会員 

 案内担当 

  1階 エスカレーター附近  

     笹山会員、白木会員、平野会員 

  2階 エスカレーター附近  

     池永会員、藤永会員、泉谷会員 

  3階 エスカレーター附近 

     澤井会員、辰会員、田口会員 

  4階 エスカレーター附近 

     奥野会員、城岡会員、嶽盛会員 

      那須会員、永富会員、中川会員 

 来賓者 接待責任者 

   木畑会員、堀畑会員、山中会員、宇瀬会員 

 記録写真責任者  米澤会員、池田会員 

 会場進行 

  合同例会 

   司会者（SAA）  塩見会員 

   ソングリーダー  綿谷会員 

   出席報告   澤井会員 

  互礼会 

   司会者   塩見会員 

   開会挨拶・来賓紹介  堀畑実行委員長 

   乾杯         山中ガバナー補佐 

   閉会挨拶   坂田実行副委員長 

 

 

「堺 9RC 第 90回 互輪会ゴルフコンペについて」 

 記録：幹事 中田 学 

 

 日 時 2020年 3月 24日（火曜日） 

 場 所 天野山サントリークラブ 

 互輪会実行委員長     綿谷 伸一 

 互輪会実行副委員長   塩見 守 

          で準備をお願い致します。 

 

 

「40周年記念行事について」 

           記録：次期幹事 塩見 守 

 

 記念式典・記念事業・記念誌・記念旅行の 4つ

を行いますので、各部門の代表者を決めさせてい

ただき、人選と内容と予算組みをしてもらいます。

記念式典の代表は中田幹事、記念事業の代表は塩

見会員、記念誌の代表は池田会員、記念旅行の代

表は藤永会員でお願いします。概算の予算ですが、

４つの記念行事で 500万円位を考えています。各

代表の方と意見を聞きながら、配分、調整を進め

ていきたいと思います。記念事業については、大

仙公園での桜植樹が難しいので、これ以外の事業

を考えます。堺市からベンチの寄贈を要請されて

いますので、これについては 40 周年記念事業と

して行います。清心寮に何かできないか、とのご

意見もいただきました。 

 

 

  「第 10回子ども囲碁フェスタ・堺 

           開催時期について」 

           記録：次期幹事 塩見 守 

 

 第 10 回大会から、秋はクラブ行事がたくさん

ありますので、翌年５月ごろに大会時期を変更し

ようと考えて進めていましたが、今年の小学５年

生が一年半空きますと、中学生になってしまい参

加できなくなります。このことを考えますと、や

はり開催時期は変えない方がいいという事に決

まりました。お騒がせしましたが、囲碁フェスタ・

堺の開催時期は今後も秋で11月ごろに行います。 

 

 

 

 会長 木畑 清 

 

 先日、ローマ・カトリック教会

のフランシス教皇が38年ぶりに来

日しました。1981年に、故ヨハ

ネ・バウロ2世が広島で「戦争は

人間のしわざです。戦争は人間の

生命の破壊です。」と演説しています。 

フランシス教皇は、被爆地、長崎と広島を訪問

会長の時間  

 

テーブル会議 
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し、「核兵器の使用も所有も倫理（モラル）に反

します。」と平和へのメッセージを示されまし

た。教皇はアルゼンチン出身でイエズス会出身

の初の教皇だそうです。 

堺とご縁がある宣教師フランシスコ・ザビエル

はイエズス会創設メンバーの一人で、日本に初

めてキリスト教を伝えた人です。 

 

    「平成の時代を振り返って №.10」 

平成9年 

3月 茨城県東海村の動力炉、核燃料開発事業 

   団施設で爆発事故 

4月 消費税率5％へ引き上げ 

11月 北海道拓殖銀行経営破綻、都市銀行初で 

   日銀特別融資 

11月 山一証券、大蔵省に自主廃業を申請 

12月 介護保険法公布  

国外 

4月 ペルーの日本大使公邸人質事件で軍特殊部 

   隊が突入、ゲリラ14人を射殺 

7月 イギリスが中国に香港返還 

10月 北朝鮮労働党総書記に金正日が就任    

12月 韓国大統領選で金大中が当選。韓国史上 

   初の政権交代 

 （主な物故者）三船敏郎、伊丹十三、 

  勝新太郎、萬屋錦之介、藤沢周平、星新一 

 

 

 

広報委員会 

   「ロータリーの友・１１月号の紹介」 

       広報委員 池田 茂雄 

 

（左びらき） 

(１)「マーク・ダニエルＲＩ会長メ 

 ッセージ」(Ｐ３) 

 1945年、第２次世界大戦終結の

年のことが載っております。この 

 年、国際連合を設立するためサンフランシスコ 

 で会議が開かれ、その際にロータリーが重要な 

 役割を担ったということです。その時、日本は 

 アメリカとの戦争のため、国際ロータリーから 

 脱退を余儀なくされていた時でした。ロータリ 

 ーからは公式代表として、事務総長、ＲＩ会長、 

 The Rotarian編集長の３名が参加した。そこで、 

 世界平和を守るためには、このような国際的な 

 組織が重要であり必要であることを強く訴え 

 た。以来、毎年１１月には「国連・ロータリー 

 デー」が開催されているそうです。明年６月が  

 国連憲章調印７５周年になるということです 

 が、去る１１月９日「国連・ロータリーデー」 

 が開催されました。年明けから、順次、チリの 

 サンチヤゴ、パリ、ローマ、そして国際大会直 

 前の６月には、ホノルルで最終イベントが開催 

 されるということです。 

(２)１１月は「ロータリー財団月間」です。(Ｐ７) 

 先日、山中財団委員長から卓話がありましたが、  

 そのようなことが載っております。 

(３)｢米山梅吉記念館 創立50周年式典」(Ｐ１６) 

 日本で最初のロータリークラブ「東京ロータリ  

 ー」を創立し会長として尽力された梅吉氏の  

 「ヒ孫」さんの米山 淳氏のお話しが載っており 

 ます。 

(４)「第 15回ロータリー日韓親善会議」(Ｐ１９) 

 ウエスティンホテル仙台において、９月２８日  

 に親善会議が開催された。日本から 452人、韓  

 国から 220人が参加した。日本と韓国の最悪な 

 状態の中で、民間レベルでの親善行事の開催で 

 した。 

(５)「日本のロータリー100周年」を祝おう 

 (Ｐ２５） 

 1921年４月１日(大正１０年)東京ロータリー  

 クラブが承認され誕生しました。2021年に 100  

 周年を迎える。記念バッヂ１個 200円で１０個  

 以上まとめて申込んで下さいとのこと。 

(６)「ロータリーの友」電子版(Ｐ３３) 

 当クラブホームページトップページ、左上目次 

 「リンク」クリックで「ロータリーの友・電子 

 版」が表示されます。但し、ユーザーコードと 

 パスワードが必要です。どちらも「rotary」で 

 す。 

（右びらき） 

(１)「仁徳天皇陵の清掃奉仕を振り返って」 

 (Ｐ６３) 

 当クラブのテリトリー内にあるわが国最大の 

 前方後円墳である「仁徳天皇陵古墳」に目がと 

 まり、その古墳の周囲をとりまく周遊路の清掃 

 奉仕を思いついたのが今から２５年前のこと。 

 1994年１２月１１日に当クラブ単独の奉仕活 

 動として始めました。今回、その仁徳天皇陵古 

 墳が世界遺産となったことに大変感激してい 

 ます。「日本国」という国名の無い時代、初期国 

 家が形成されていく過程の中で、巨大な土の建 

 造物を築いた当時の高い技術や、被葬者の権力 

 を墳墓(フンボ)の大きさや形によって象徴し 

 た独自の文化、そして千数百年を経た現在に至 

 る保存の良さが評価されたのだといわれてお 

 ります。 

委員会報告 

 

時間 
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       ホームページ委員会 

  ホームページ用「集合写真」撮影のご案内 

ホームページ委員長 池田茂雄 

 

 今年も、あとわずかとなってまいりました。さ

て、毎年のことですが、当クラブのホームページ

「お正月のご挨拶」用としての「集合写真」を、

下記により撮影いたします。 

お正月にふさわしい服装にて、万障お繰りあわせ

のうえ、ご出席くださいますようご案内申し上げ

ます。 

記 

１．日 時 令和 １年１２月１３日(金) 

      午前１１時５０分 集 合（例会前） 

２．場 所  例会場（天兆閣別館４階 ローズ） 

 

 

社会奉仕委員会 

 「ガールスカウト第１５団 新年会のご案内」 

          社会奉仕委員長 池永隆昭 

 

 ガールスカウト第１５団より新年

会のお誘いをいただきましたので、

下記の通りご案内します。ご出席下

さいますようお願い申し上げます。 

           記 

日時：令和 2年 1月 5日（日）14時～16時 30分 

場所： 熊野会館（熊野小学校横） 

＊12月 13日までにご出欠を事務局までお願いし

ます。 

 

 

 

（１）配布物（11/22） 

   ・週報  ・ロータリーの友 11月号 

 

（２）特別例会 開口神社参拝のご案内 

早いもので今年もあと 1ヶ月を切り、毎年恒例の

年明け「特別例会 開口神社参拝」のご案内の時

期となりました。年始早々お忙しいとは存じます

が、ご出席下さいますようお願い申し上げます。 

           記 

 日時：令和 2年 1月 3日(金) 10時 30分集合 

 集合場所 ： 開口神社境内  

 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

・堺東ロータリークラブ 

 12月 17日(火)→12月 14日(土)ﾎﾃﾙ日航大阪 

 12月 31日(火) →休会 

・堺ロータリークラブ 

 12月 19日(木)→忘年家族例会  

  ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺 

・堺清陵ロータリークラブ 

 12月 19日(木)→忘年家族例会 ﾎﾟﾝﾃﾍﾞｯｷｵ堺 

 12月 26日(木) →休会 

・堺東南ロータリークラブ 

 12月 19日(木)→クリスマス例会 

 12月 26日(木) →休会 

・堺おおいずみロータリークラブ 

 12月 25日(水)→12月 22日(日)ｸﾘｽﾏｽ例会   

 

 

 

 

國井 豊会員 “ケビョー”で医者の診断書も提 

       出せずに、御見舞い頂いて、大変 

       申し訳ありません。 

永富久紀会員 例会欠席お詫び。 

塩見 守会員 本日のテーブル会議よろしく 

       お願いします。 

       國井会員、坂田会員今夜飲みに行  

       きませんか？ 

             合計７，０００円 

 

◆米山特別寄付･･･濵口正義会員、嶽盛和三会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ報告 

幹 事 報 告 

 

時間 

 

病気療養中でした國井会員と坂田会員が、 

快気されたとのこと、心よりお祝い申し上げます。 

 國井会員・坂田会員がお元気になられました   

  


