
前回の例会 

2020年 1月 9日（木）第 1867回 

「堺 9ＲＣ新春合同例会・互礼会」(ホスト) 

於：ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺

4階 
 
 
 
 
 
 

2020年 1月 3日（金）第 1866回 

 「特別例会 開口神社参拝」 

例会終了後 奥野晴明堂ホールにてミニ新年会 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

2020年 1月 17日第 1864号・第 1865号・第 1866号・第 1867号 

 

2020年 1月 17日(金)第 1868回 

卓 話  「住まいにもとめるもの」 

卓話者 パナソニック(株) 

    ライフソリューションズ社 

   近畿電材営業部 主務 野々村 誠 様 

紹介者  辰 正博 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（1月度）  

木畑 清会員( 2日) 塩見 守会員(11日)  

奥野圭作会員(17日)綿谷伸一会員(17日) 

白木敦司会員(29日) 

白木祥子様(6日)  宇瀬さゆみ様(13日) 

中田のり江様(17日) 田口美保子様(19日)  

〇結婚記念祝い（１月度）  

國井 豊会員(15日) 池永隆昭会員(22日)  

◆米山功労者 表彰 

濵口正義会員…第 75回メジャードナー 

嶽盛和三会員…第 17回メジャードナー 

米澤邦明会員…第 4回マルチプル 

 
 

 

 

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：國井 豊 

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 

 

 2020年 1月 24日(金)第 1869回 

卓 話 「妙國寺の蘇鉄と当クラブ」 

卓話者  講談師 四代目 玉田玉秀斎 師匠 

紹介者  池田茂雄会員 

＜1月3日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           29名 
出席会員           18名 
欠席会員             11名 
準会員                1名 

    ゲスト            0名 
    ビジター           0名 
12月6日(金)の出席率     90.00％ 

＜1月9日(木)の出席報告＞ 
会 員 数           29名 
出席会員           18名 
欠席会員             11名 

    ゲスト            0名 
    ビジター           0名 
12月13日(金)の出席率     96.55％ 
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2019年 12月 21日(土)第 1865回 

忘 年 家 族 例 会 
17：30～（17：00～受付） 

於：大阪マリオット都ホテル 20Ｆ「茜」 

 

 

 

 

 

 

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 

今週の歌  「日も風も星も」 

     「堺北ＲＣの歌」 

     「ジングルベル」 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「上半期を振り返って」 

 会長 木畑 清 

 

7月 

会長就任の例会の日に「百舌鳥・古

市古墳群」が世界文化遺産に登録さ

れました。平成 6年より 25年間に

亘り「仁徳天皇陵古墳」の清 

 掃奉仕活動が実った成果だと感動いたしまし 

 た。先輩並びに会員の皆様方の努力に頭のさ 

 がる思いです。 

8月 

 児童養護施設清心寮の夏期研修を行い、祥雲寺 

 さんに於いて座禅体験をしました。私も初めて 

 の経験でした。心の引き締まる貴重な時間でし 

 た。子ども達にも、異次元の行事になったと思 

 います。後日、子ども達より御礼の手紙（色紙） 

 が届きました。 

9月 

 堺警察署より「特殊詐欺未然防止表示板」製 

 作設置協力に対し感謝状をいただきました。 

10月 

 ・創立記念を祝して乾杯しました。 

 ・国際ロータリー第 2640地区、地区大会が行 

  われました。我がクラブは 6部門において 

  表彰を受けました。 

 （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ページを刻もうキャ 

  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） 

11月 

 ・令和になって初めての「仁徳天皇陵」の清 

  掃活動を行いました。 

 「世界遺産登録後の影響で多くの諸団体の参 

  加がありました。 

 ・「清心寮の子ども達とのふれあいバーベキュ 

  ー大会が行われました。今回は 30数名にの 

  ぼる大勢の参加がありました。子ども達の 

  明るい笑顔を見ると心がなごみ、元気がも 

  らえます。 

 ・「第 9回子ども囲碁フェスタ・堺」が開催さ 

  れました。70数名の子ども達が参加してく 

  れました。今年、囲碁界では 10才の棋士 

  仲邑菫さんが初段になりました。この話題 

  で大変盛り上がり、子ども達に勇気を与え 

  ました。次年度に向けて、皆様方の知恵を 

  お貸し下さい。 

 ・令和元年は天皇即位に関する国の行事が沢 

  山ありました。 

  この様な年に重責を担うお役を担わせてい 

  ただきました。会員諸兄のご協力をいただ 

  き、なんとか前半期を終えることができま 

  した。本当に有難うございました。 

 

 

  

     「新春合同例会・会長の時間」 

               会長 木畑 清 

 

 令和初の新年あけましておめでとうございま

す。 

 昨年､我国に於いては天皇陛下の御即位の行事

が滞りなくおこなわれました。又、堺北ＲＣとし

ては仁徳天皇陵古墳を含む百舌鳥・古市古墳群が

会長の時間 (12月 13日) 

日 

 

＜12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            0名 
    ビジター           0名 
11月15日(金)の出席率     90.00％ 

＜12月21日(土)の出席報告＞ 
会 員 数           30名 
出席会員           22名 
欠席会員              8名 

    ファミリー会員        1名 
    ご家族            34名 
    元米山奨学生        2名 
11月22日(金)の出席率     93.33％ 

会長の時間 (1月 9日) 

日 
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世界文化遺産に登録され、おめでたい事が続きま

した。 

しかし一方では、多くの自然災害がありました。

これも記憶に留めたいと思います。 

天皇の生前譲位は 1817 年の光格天皇以来 202 年

振りとなります。「大化」から「平成」までの 247

元号は、すべて中国の古典から命名されています。

「令和」は248番目で初めて日本の古典「万葉集」

から出典されました。 

（平和の謳歌のイメージ） 

（世の中を平和にさせる穏やかな印象） 

（世界が調和され平和が永遠に達成される） 

メッセージを発信し、英語では「beautiful 

harmony」 

最後に、堺 9RCの会長の一人として、又ホストク

ラブとしてご挨拶を申し上げる光栄に感謝し、本

年度が皆様にとって良い年であります様に祈念

いたしまして終わりたいと思います。 

 

 

 

親睦活動委員会 

「忘年家族例会のご報告」 

親睦活動委員長 辰 正博 

 

令和元年 12 月 21 日（土曜日）

大阪マリオット都ホテルにて中川

会員のお世話で、豪華な宴会場での

忘年家族会は大変おいしい料理も

出てきて最高でした。 

今回の家族会には多数のご参加も頂きまして

誠にありがとうございました。 

会員、ご家族様にも大変なご協力を頂き、親睦

活動委員会の皆様にも感謝を申し上げます。今回

は大変ありがとうございました。 

 

 

ホームページ委員会 

「特別例会 開口神社 年始参拝」 

ホームページ副委員長 藤永 誉 

 

 令和2年1月3日（金）、令和最初

となる開口神社の参拝が執り行われ

ました。 

天候にも恵まれ、お正月の爽やかな

空気と日差しに恵まれた境内に次々

とメンバー諸兄が参集し、あちこちで「あけまし

ておめでとうございます」の挨拶があちらこちら

から聞かれ、あらためて日本のお正月の風情が感

じられました。 

今年は大勢参加していただきメンバー全員の安

寧・発展を願い神様にお祈りしてまいりました。 

三上会員にご祈祷いただいた後、奥野会員の社屋

（奥野清明堂ホール）をお借りして新年会を 

開催、時の経つのも忘れ、楽しく新年のひと時を

過ごさせていただきました。 

 

 

社会奉仕委員会 

「令和初！ガールスカウトの皆さんと新年会 

    ～おもちついちゃいました～」 

社会奉仕委員 藤永 誉 

 

 元号が令和となり初めての新年5日目、今年

もガールスカウトの皆さんとともに楽しい新年

会を過ごしてきました。 

毎年元気なパワーをありがとうございます。 

今年は、令和初の記念すべき新年会が熊野会館

で開催されました。 

堺北クラブからは、会員5名と綿谷会員のお孫

さんお二人の参加です。 

会場には、ガールスカウトの皆さんが描いた今

年の干支「子」ねずみの可愛い絵が飾られてい

ました。 

開会が宣言され、団長様からのご挨拶をいただ

き、楽しみにしていたゲームが始まりました。 

今年もすごく盛り上がりました。クリスマス例

会もそうですが、かなり周到に準備をされてい

ることがわかります。 

今年は、お正月の代表的な遊び「福笑い」など

をして楽しみました。 

ゲームの後は、さあ、お餅つきです。 

重い杵を力いっぱい振り下ろすと同時に「よい

しょ」の掛け声が響きます。出来上がったお餅

は、砂糖醤油、きな粉、あんこで美味しくいた

だきました。 

今年もいい年に

なりそうな予感

のするいい新年

会でした。また

来年も楽しみに

しています。 

委員会報告 

 

時間 
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広報委員会 

  「新春合同例会・当クラブホストで開催」 

広報委員 池田茂雄 

  

 去る１月９日（木）「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」において、「堺９ロ

ータリークラブ新春合同例会」が、

当クラブのホストにより１８０名

ちかい会員の出席を得て開催され

ました。 

 第１部「新春合同例会」、午前１１時、当クラブ

木畑 清会長の点鐘により開始されました。「君が

代」斉唱、ロータリーソング「奉仕の理想」のあ

と、当クラブ澤井久和会員による出席報告、そし

て木畑会長による来賓ご紹介と各クラブ会長の

ご紹介がありました。つづいて会長の時間となり、

「繁栄の年と云われる今年の「子年」にちなんで、

会員皆様方の大いなるご活躍を祈念申し上げま

す」と、ホストクラブを代表してご挨拶がありま

した。次に2640地区中野 均ガバナーよりご挨拶

をいただいたあと、次年度のホストクラブである

「堺おおいずみRC」新本 憲一会長よりお言葉を

いただきました。点鐘により第１部閉会。 

 第２部「新春互礼会」となり、当クラブ 堀畑好

秀実行委員長より開会のお言葉があり、ご来賓堺

市副市長 島田憲明様よりご挨拶をいただきまし

た。つづいて、当クラブ会員 山中喜八郎ガバナー

補佐による乾杯が行なわれました。さて、本番、

「ピアノ 小柳祥子」・「声楽 矢野敦子」・「バイオ

リン 本郷 舞」３名による新春コンサートとなり、

会場いっぱい甘いムードに包まれる中で食事を

楽しみながらの楽しいひと時となりました。他ク

ラブとの懇親も深まる中での有意義な食事会と

なりましたが、まだまだ余韻の残るなか、午後１

時過ぎ当クラブ 坂田兼則会員による閉会のお言

葉となりました。このあと、当クラブ 綿谷伸一ソ

ングリーダーにより参加者全員が「手に手つない

で」の合唱となりました。 

 最後になりましたが、最初の例会開始から最後

の合唱に至るまで、「当クラブ 塩見 守会員」によ

る見事な司会進行の中で会を閉じることができ

ました。「堺北ロータリークラブ」ここにありと強

く訴えることができたのではないでしょうか。有

難うございました。 

 

新世代委員会 

「第 38回 地区 青少年・RYLA研修セミナー 

     開催のご案内とご協力のお願い」 

           新世代委員長 澤井久和 

 

 さて、私も地区委員として、只

今準備を進めておりますＲＩ第

2640地区 第 38回青少年・RYLA

研修セミナーが下記の通り今年度

も開催されます。今回のプログラ 

ムは、『生存・生き残る(君はサバイバルできる 

か)』をテーマとして取り上げさせていただきま 

した。 

各ロータリークラブより推薦していただきます 

14歳から 34歳までの研修セミナー生のご参加を 

お待ちしておりますので、ご関心ある方が身近 

にいらっしゃいましたら、ご案内ください。 

また、ロータリアンの参加も大歓迎です。 

詳細、申込書はクラブ事務局へお申し出いただ 

きましたら、ご用意いたします。どうぞご協力 

のほどよろしくお願い申し上げます。 

          記 

 【第 38回 青少年・RYLA研修セミナー】 

テーマ 『生存・生き残る 

      (君はサバイバルできるか)』 

期 間 2020年 3月 20日（金・祝）～ 

        3月 22日（日） 2泊 3日 

場 所 和歌山市立 青少年国際交流センター 

    (和歌山県 和歌山市 加太 1907-2 

           電話 073-459-2107） 

登録料 研修生、セミナー生 無料 

    ロータリアン 10,000円 

    （登録料は事前振込となります。） 

締 切  2020年 2月 20日(金)まで 

 クラブ事務局にて取り纏めて登録いたします。 

                   以上 

 

 

 

木畑 清会員 上半期お世話になりました。 

塩見 守会員 先日は妻の誕生日にお花をあり 

       がとうございました。 

       先週例会欠席してすいません。 

       藤永さんありがとうございまし 

       た。 

            合計５，０００円 

ＳＡＡ報告(12月 13日) 
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松岡史子様  大 嘗 宮
だいじょうきゅう

とスカイツリーに日帰 

       りで行って来ましたが、非常に疲 

       れて帰って来ました。 

       今年 1 年もお世話に成りました。 

木畑 清会員 親睦委員の皆様ご苦労様です。大 

       勢ご参加いただきました。ありが 

       とうございます。 

池田茂雄会員 令和元年ももうすぐ終りとなり 

       ます。この一年間大変お世話にな 

       りました。ありがとうございます。 

那須宗弘会員 木畑会長はじめ役員の方はご苦 

       労様でした。後半期も宜しくお願 

       いいたします。 

北側一雄会員 この一年、お世話になり、ありが 

       とうございました。明年が皆様に               

       とって素晴らしい一年となりま 

       すように！！ 

城岡陽志会員 メリークリスマス！面白いシル 

       バー川柳を見つけました。 

        ①この頃は 話も入歯も かみ合わず 

         ②アーンして 昔ラブラブ 今介護 

            ③カード増え 暗証番号 裏に書き 

       皆さん、どうぞ良いお年を！ 

中田 学会員 上半期御協力ありがとうござい 

       ました。バッチ忘れました。すみ 

       ません。 

嶽盛和三会員 早いもので今年も残りわずかに 

       なりました。今年も皆様方には大 

       変お世話になりました。 

       18日に娘が二人目の子どもを授 

       かりました。二人目も男の子でし 

       た。 

笹山悦夫会員 木畑会長、中田幹事、塩見ＳＡＡ、 

       半期お疲れ様でした。後半も頑張 

       ってください。 

塩見 守会員 上半期皆様のご協力に感謝です。 

       下半期もよろしくお願いします。 

白木敦司会員 今晩は。皆様よろしくお願いしま 

       す。年老いた母と愛する妻と娘が 

       参加させて頂きます。どうぞクリ 

       スマス会を楽しんでください。新 

       しい年が皆様にとりまして素晴 

       らしいものでありますように！ 

             合計５７，０００円 

 

 

特別例会 開口神社参拝後、ミニ新年会参加の会

員 16名より 

「奥野晴明堂ホールをお借りして楽しく和やか

な新年会を開催することができ、奥野会員ありが

とうございました。」 

             合計１６，０００円 

 

  

 

ゴルフ同好会 

「第 97回北輪会ゴルフコンペ開催報告」 

代表世話人 塩見 守 

 

令和元年 12月 14日（土）天野

山カントリークラブにて、第 97回

北輪会を開催いたしました。当日

の天候は、少し肌寒く感じました

が、ゴルフには影響なかったよう

に思います。今回は 5組 19名の参加で少ない人

数でしたが、初参加の方が 4名いて下さいまし

たので、楽しい一日を過ごすことができまし

た。表彰式では、木畑会長よりかずのこ、中田

幹事よりフルーツ、池永会員よりサブバック、

西内様より高級ワイン、鶴様よりカレー詰め合

わせ、山ノ内様より世界一の梅、天野山よりボ

ール、たくさんのご協賛をいただきましたの

で、たいへん盛り上がりました。ご協賛いただ

きました皆様、本当にありがとうございまし

た。次回の第 98回北輪会は 2020年 4月 11日

（土）を予定しております。多くの方々と楽し

い一日を過ごしたいと思いますので、ご参加お

待ちしております。 

最後に結果ですが、 

優勝は藤永会員、準優勝は仲直樹様、 

三位は山ノ内様でした。 
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～ 例 会 風 景 ～ 
忘年家族例会 2019.12..21（土） 

於：マリオット都ホテル大阪 

２
０
２
０
年
１
月
３
日
（
金
） 

特
別
例
会 

開
口
神
社
に
て 

開
口
神
社
参
拝
の
後 

奥
野
晴
明
堂
ホ
ー
ル
に
て
新
年
会 

1月に金婚式を迎えられる國井会員に突然のくす玉と、 
お嬢さんの典子さんより花束が！当日は奥様残念ながら 
お休みでしたが、素敵な父娘愛を見せていただきました 

アレ？今年のサンタとトナカイは元気でカワイイ♡ 

トナカイ(フォンさん)、サンタ(フーンさん) 

うららサクソフォンカルテットの皆さん 

ガールスカウト第15団の皆さん 
歌にクイズに楽しませていただきました♪ 

堺9ＲＣ新春合同例会・互礼会（ホスト） 
2020年1月9日（木） 

赤いネクタイで揃え、「堺北 ＯＮＥ ＴＥＡＭ」で 
無事 盛会裡に終えることができました 


