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前回の例会 

 2020年 2月 7日(金)第 1871回 

      「 テーブル会議 」 

テーマ「創立 40周年記念事業他について」 

今週の歌  「君が代」」「奉仕の理想」  

       「バースデイソング」 

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(２月度)  

山中喜八郎会員(7日)永富久紀会員(11日) 

藤永 誉会員(14日)  池永隆昭会員(14日) 

辰 正博会員(23日)  池田茂雄会員(26日) 

笹山 恭子様(2日)  

〇結婚記念祝い（２月度）  

 ございません 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2020年 2月 14日第・第 1871号 

 

 2020年 2月 14日(金)第 1872回 

  「 第 2回クラブアッセンブリー 」 

       各委員会 委員長 

今週の歌  「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 

     「かもめの水兵さん」 

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 

〇皆出席表彰(２月度)  

 中田 学会員（第１７回目） 

 

 

 

 

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 

 

 2020年 2月 20日(木)第 1873回 

「 ４クラブ合同例会 」 

(堺南･堺東南･堺清陵･堺北ＲＣ) 

   １８：００開会（17：30～受付） 

於：ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺 

    ４階「ダイヤモンドルーム」 

＊2月21日(金)の例会は上記へ変更いたします 

 

＜2月7日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           29名 
出席会員           20名 
欠席会員              9名 

    ゲスト            0名 
    ビジター           0名 
 1月17日(金)の出席率     96.55％ 
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  「創立 40周年記念事業他について」 

      テーブル会議報告 

         記録：次期幹事 塩見 守 

記念式典について 

日程を 2020年 10月 3日（土）から 2020年 10月

4日（日）に変更します。 

前回のテーブル会議では、10月 3日（土）に行い

ますとお伝えしましたが、地区大会記念ゴルフの

日程と重なりましたので、10月 4日（日）に行な

います。 

開催場所ですが、料理の豪華さと式典の内容、人

数により、融通を聞いて頂ける点、又、こちらか

らの予算を聞いて頂ける点を考えますと、南海グ

リル東店 3Ｆで開催することが一番いいと思い提

案させて頂きました。本日ご出席の皆様にご承認

頂きましたので、決定させて頂きます。予定人数

は 80～90 名位を想定しています。式典の内容と

しては、まだこれから考える段階ですが、米澤会

員からのご提案で、浪曲師の春野恵子様をお招き

してはとのお話を頂きました。こちらについても

皆様のご理解を頂きましたので、米澤会員に進め

て頂きます。出来ればもう一組お呼びしたいと考

えていますので、皆様のお知り合い等でご紹介い

ただければありがたいです。 

 

記念事業について 

以前にご承認頂きました、堺市からの依頼で山口

家にステンレス製ベンチを二つ寄贈する件です

が、現在藤永会員に補強を依頼しているところで

す。出来上がり次第、堀畑会員を通じて、堺市と

の日程調整となります。それから、もう一つの記

念事業としまして、綿谷会員からのご提案で、国

際奉仕の一環でタイの病院に医療機器を地区、財

団と一緒にしてはどうかとの話を頂きました。こ

れについては可能かどうか決定ではございませ

んが、出来ればやりたいと思います。 

 

記念誌について 

今までの 10周年、20周年、30周年の時に作成し

たものと同様の物を、40周年で作る事に皆様から

たくさんのご意見を頂戴いたしました。前回のテ

ーブル会議では、同様の物を作るとしたら、予算

的にしんどくなるのではと言う話でしたが、色々

調べてみますと、こちらでデータを作成して印刷

のみの発注にしますと、当初考えていた予算の半

分以下で出来るそうです。今回の記念誌では30周

年から40周年の10年間の歩みをメインとして作

りたいと思います。これによって、ページ数が決

まり、予算額が出てきます。堺北ＲＣには、充実

したホームページがある事から、ページ数より配

布数を考えてもいいのでは、とのご意見も頂きま

した。それから、予算を決めてからその中で作る

のがいいのでは、とのご意見を頂きました。たく

さんのご意見がございますので、アンケートを作

成して皆様のお考えを集計させて頂きたいと思

います。 

 

記念旅行について 

今はまだ具体的な提案はできませんが、ご参加し

ていただける方々の個人負担にて行うことにな

ると思います。時期については春ごろを考えてい

ます。 

 

 

 

会長 木畑 清 

 

 今週になっても新型コロナウイ

ルスの勢いが衰えるどころか、

益々拡がっています。中国の初動

のまずさが指摘されています。 

一刻を争う事態なのに、日本の対

応が心配です。 

ＷＨＯ(世界保健機関)本部(スイス､ジュネーブ)

は、「緊急事態宣言」を出すのが、あまりに遅きに

失しました。 

ＷＨＯの事務局長がエチオピア出身であり、現在

の地位を得た背景にチャイナマネーが指摘され

ています。 

今回の新型肺炎では、中国という国家の隠蔽体質

や管理のずさんさが露呈しました。日本も情報公

開が大切だと思います。 

皆様、寒さ厳しき折、くれぐれもご自愛の程を！ 

  

「平成の時代を振り返って №.14」 

平成 13年 

2月 ハワイ沖で愛媛県立宇和島水産高校実習船 

会長の時間  

テーブル会議 
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   が米原潜に衝突され沈没。9人死亡。 

5月 ・熊本地裁、ハンセン病国歌賠償訴訟で「立 

   法の不作為」を指摘。原告全面勝訴判決。 

     政府、控訴を断念。 

6月  大阪教育大付属池田小学校に男が乱入。 

   児童 8人を刺殺。 

8月  小泉首相、靖国神社に参拝。 

10月 ノーベル化学賞 野依良治氏に。 

12月 皇太子第一子敬宮愛子内親王誕生。 

国外 

9月 ・米で同日多発テロ発生。 

   日本人 24人を含む 3,000人以上が死亡。 

  ・米政府、アフガニスタン実効支配勢力タリ 

   バン保護下にイスラム原理主義指導者オサ 

   マ・ビンラディンのテロ組織＜アルカイダ 

   ＞の犯行と断定。 

11月 タリバン勢力壊滅。 

        （主な物故者） 

          三波春夫・山田風太郎 

          團伊玖麿・伊谷純一郎 

  

 

 

親睦活動委員会 

     「 親睦家族旅行のご案内 」 

   親睦活動委員長 辰 正博 

 

 この度 2019-2020年度の親睦日

帰り家族旅行を下記のとおり企画

開催させていただく運びとなりま

した。 

サロンバスで、琵琶湖 ミシガンク

ルーズ 、昼食には 湯元舘 近江牛会席、ラコリー

ナ近江八幡（たねや・クラブハリエ）でのお買い

物を楽しんでいただくプランをご用意いたしまし

た。皆様、お誘いあわせの上ご参加いただきます

ようお願いいたします。 

 

           記 

日 時：令和2年3月29日（日） 

旅行先：滋賀県 琵琶湖 

   （ミシガンクルーズ－近江牛会席の昼食－ 

   ラコリーナ） 

集 合：3月29日（日）午前 8：00（出発） 

    瓦町公園（高速降り場付近） 

会 費：会員・ファミリー会員 12,000円 

     会員家族       10,000円 

 小学生以下      無料 

締 切：令和2年3月13日（金） 

 

  

 

木畑 清会員 新型コロナウイルスが拡大して 

       います。皆様充分注意して下さい。 

池田茂雄会員 中川澄先生、事務所オープンおめ 

       でとうございます。先日は大変失 

       礼致しました。 

山中喜八郎会員 本日2月7日73才になります。 

       皆様のお支えで本日迄本当に良 

       い人生を送らせて頂いておりま 

       す。有難うございます。 

那須宗弘会員 今月出羽海部屋が来ます。ご迷惑 

       を掛けますが、よろしくお願いい 

       たします。 

宇瀨治夫会員 今日は寒いですが、風邪をひかぬ   

       様気をつけましょう。いつも通り 

       汚い格好で失礼しています。 

永富久紀会員 今月誕生日を迎えまして。 

綿谷伸一会員 タイ浄水器贈呈セレモニー不参 

       加申し訳ありません。池永会員よ 

       ろしくお願いいたします。 

中川 澄会員 事務所開きにたくさん来ていた 

       だき、ありがとうございました。 

藤永 誉会員 Ｗバッキンです。 

笹山悦夫会員 花束ありがとうございました。 

       家内よろこんでおりました。 

             合計４８，０００円 

 

 

 

第８回定例理事会 

2019-20年度理事会構成メンバー 

 木畑、山中、中川、中田、塩見、藤永、辰、 

 笹山、池永、綿谷、澤井、坂田 

 （会計監事：池田） 

日 時 2020年2月7日（金）例会後 

場 所 「南海グリル天兆閣別館ローズ」会議室 

議 案   

１． 1月度 ９ＲＣ連絡会について － 報告 

２.  当クラブをホストクラブとして地区補助金 

  を活用し、海外留学支援を志願されている件  

  － 当クラブとしては対象外 

３. 堺警察署 生活安全課 防犯係より、出羽海 

  部屋にも協力いただいての「堺区から特殊詐 

委員会報告 

 

時間 

 

ＳＡＡ報告 

その他 
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  欺－押し出汁」キャンペーンへ協賛依頼の件 

  － 承認 

４. 創立 40周年記念事業について 

  － 山口邸のベンチ補強製作中                           

５． その他 

  ・親睦家族旅行３月２９日（日） 

   琵琶湖日帰り旅行 

   （ミシガンと湯元舘近江牛会席）－ 承認 

 

 

９ＲＣ連絡会 

９月度 堺９RC新旧合同連絡会議事録 

日時：2020年1月23日（木） 

場所：サンパレス 

議案 

1．新春合同例会開催終了のお礼と収支報告 （別

紙配布） (堺北ＲＣ) 

 中田幹事より、新春合同例会のお礼と収支報告 

 がございました。 

 その中で繰越金が 962,667円もあるので、次年 

 度のホストクラブはこれをどのように使うか 

 検討していただきたいとの事でした。 

2．互輪会のご案内 （別紙配布）(堺北 RC) 

 中田幹事より互輪会のご案内がございました。 

 互輪会参加会員のメークアップ扱いの判断は  

 各クラブでご検討いただき、メークアップ扱い 

 とされるのであれば、事前に堺北ＲＣ事務局へ 

 申し出て下さい。 

3. 2020-2021 年度新春合同例会の日程について   

（堺おおいずみ RC） 

 新本会長より日程について、従来通り 1月の第 

 2木曜日にすると 14日となり例年に比べると 

 遅くなるがこの日でよいか確認され、承認され 

 ました。会場の広さについて、ホテル側より今 

 までの3/5のスペースでお願いしたいと要望あ 

 るとのご報告をいただきました。（別紙配布） 

 パターン 1 縦長の配置 後方のテーブルは舞 

    台から遠くなる 

 パターン 2 横長の配置 食事テーブルが 1列 

    しか置けなくなるので混む 

4. 堺記者クラブへの広報の件について 

 (堺おおいずみ RC） 

 新本会長より引き続き活動一覧表を記者クラ 

 ブにすすめるとのご報告がありました。テレビ 

 局と新聞社にも配布していただくとの事です。 

 

以下各クラブより座談会的に意見交換が行われ

ました。 

・「堺かるた大会」のご案内（堺清陵ＲＣ） 

 堺清陵ＲＣ西内幹事より堺かるた大会のご案 

 内がございました。 

 子どもたちの取り組む様子を是非ご覧いただ 

 きいとの事です。 

 2月 1日（土）午後 1時～4時 堺市立市小学 

 校 小学生 150名参加希望 

・映画「二宮金次郎」上映会のご案内（別紙配布）   

 堺おおいずみ RC貞方幹事より映画「二宮金次 

 郎」のご案内がございました。 

 4月 19日（日）午前午後 2回上映  

 申し込み先着各 300名 

 堺市総合福祉会館 6階ホール 

・互輪会の組合せについての提案 

 堺中 RC竹内会長より、せっかくの機会なので 

 同じクラブ同志かたまらず、各クラブ混合の方 

 が新しい交流が出来るのではないかとご提案 

 がございました。 

・ホテルからの新春合同例会の会場縮小要請につ 

 いて 

 堺北ＲＣ中田幹事より要請を承諾するかにつ 

 いて決めなくてよいかご意見がございました。 

 堺おおいずみＲＣ新本会長は、会場縮小につい 

 てはほぼ決定とのこと。テーブルの配置等詳細 

 については、次年度 9RC連絡会で討議していく 

 との事でした。 

 

 

2月奥様誕生日お祝い 笹山悦夫会員 

今週の歌「かもめの水兵さん」 
 

  かもめの水兵さん 
  ならんだ水兵さん 
  白い帽子 白いシャツ 白い服 
  波にチャップ チャップ 
  うかんでる 
 
  かもめの水兵さん 
  かけあし水兵さん 
  白い帽子 白いシャツ 白い服 
  波をチャップ チャップ 
  越えてゆく 


