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前回の例会 

 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」 

 

 

 

 

 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） 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2020年 2月 28日第・第 1872号・第 1873号 

 

 2020年 2月 28日(金)第 1874回 

卓 話 「 国際奉仕フォーラム 」 

卓話者  綿谷 伸一 国際奉仕委員長 

今週の歌  「それでこそロータリー」 

     「堺北ＲＣの歌」 

     「兎のダンス」 

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 

〇ロータリー財団 表彰 

 城岡陽志会員(ポールハリスフェロー③) 

 木畑 清会員(ポールハリスフェロー②) 

 平野祥之会員(ポールハリスフェロー) 

 

 

 

 

 

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 3月 6日(金)第 1875回 

「 出羽海部屋ちゃんこ例会 」 

   １８：３０開会（18：00～受付） 

       於： 祥 雲 寺 

同日の通常例会は上記夜間例会へ変更いたします 

 

＜2月14日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           29名 
出席会員           23名 
欠席会員              6名 

    ゲスト            0名 
    ビジター           0名 
 1月24日(金)の出席率     93.10％ 

＜2月20日(木)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31日(金)の出席率     96.55％ 
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会長 木畑 清 

 

 今週は安倍晋三首相についての

コラムを参考に書きます。 

安倍晋三氏は三兄弟（寛信、晋三、

信夫）の次男です。 

父は安倍晋太郎、母は岸洋子です。

洋子さんは岸信介（元首相）の娘さ

んです。岸信介と安倍寛（晋太郎の父）は東大同

期で山口県出身です。 

その縁で晋太郎は毎日新聞の記者から義父の秘

書を務めました。後に外相となりましたが、志半

ばで病にたおれました。 

長男 寛信は政治が苦手で選挙の手伝いで体調を

崩し、政界から身を引きました。 

三男 信夫は岸家の長男 信和の跡継ぎとして、岸

家の養子となりました。 

祖父 岸信介は満州国の官僚、商工大臣を務めま

したが、戦後 A級戦犯容疑で、GHQに逮捕されま

した。 

その光景を洋子さんは目の当たりにして、アメリ

カへの憤怒の感情を持ちました。そして、父を全

面的肯定し、絶対視する様になりました。 

後に安保闘争デモで邸宅を全学連に囲まれた時

も彼女はあの人達は「何もわかっていない」とク

ールで豪胆な強さを持っている人でした。 

次男 晋三氏は成蹊学園中高の同級生によれば、

「気弱い優しい性質であった」と語っています。

彼は母 洋子に評価されたい、喜ばせたいという

想いが強くあったのではと思われます。 

常に祖父 信介は「アメリカがつくった憲法はお

かしい」と言っていたそうです。 

母 洋子、次男 晋三と三代にわたる改憲の想いの

原点を感じました。 

  

「平成の時代を振り返って №.15」 

平成 14年 

1月 田中真紀子外務大臣更迭。 

5月 サッカー第 17回ワールドカップ日韓大会開 

   催 ブラジル優勝、日本ベスト 16 

7月 天皇・皇后両陛下が中東欧訪問 

9月 ・小泉首相 初の北朝鮮訪問 

  ・金正日総書記と史上初の日朝首脳会談 

  ・日朝平壌宣言。日本人拉致を認め謝罪 

10月 ・拉致された 5人の日本人が帰国 

   ・ノーベル物理学賞に小柴昌俊 

   ・ノーベル化学賞に田中耕一 

国外 

1月 単一通貨ユーロ現金流通開始 

7月 米通信会社ワールドコムが経営破綻 

  負債総額 410億ドルは米史上最大 

10月 チェチェン共和国武装ブループ、モスクワ  

  の劇場を占拠 約 170人死亡 

        （主な物故者） 

          柳家小さん・戸川京子 

          高松宮憲仁親王・山本夏彦 

 

  

 

会員増強委員会 

委 員 長 嶽盛和三 

副委員長 城岡陽志 

委  員 堀畑・國井・宇瀨・北側・中川・奥野  

     田口・濵口・藤永・平野 

〇上半期活動報告 

退会防止に努めたのですが、仕事の 

関係上、一人退会となりました。 

〇下半期活動計画 

4月10日(金) 開催の拡大例会に向け

て委員会、準備を行ってまいります。 

 

親睦活動委員会 

委 員 長 辰 正博 

副委員長 藤永 誉 

委  員 宇瀨・奥野・國井・城岡・澤井・ 

坂田・笹山・中川・米澤・綿谷・ 

池永・永富・白木 

〇上半期活動報告 

（1）ビア・パーティー 

 ７月２７日(土) スイスホテル 

（2）忘年家族会 

 １２月２1日(土) 

大阪マリオット都ホテル(天王寺) 

〇下半期活動計画 

（3）春の日帰り親睦家族旅行 

３月２９日(日)琵琶湖方面 

ミシガンクルーズと湯元舘 近江牛の会席、 

ラ・コリーナでお買い物を予定しています。 

（4）最終例会 

６月１３日(土) 南海グリル東館３階(予定) 

会長の時間  

第 2回クラブアッセンブリー 
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 以上下半期の行事も円滑なる実施を目指しま 

 す。 

 

広報委員会 

委 員 長 米澤邦明 

副委員長 中川 澄 

委    員 池田・坂田・國井 

〇上半期活動報告 

（1）例会時及び各種行事における 

 写真の記録保存を行いました。 

（2）クラブ週報掲載記事の収集に 

 努め、週報の充実を図りました。 

（3）SAAと相談の上、月に一度程 

 度、今週の歌の代わりに「ラジオ体操」を実施 

 いたしました。 

〇下半期活動計画 

 上半期同様、上記活動に努めます。 

 

ホームページ委員会  

委 員 長  池田茂雄 

副委員長  藤永 誉 

委    員  米澤・笹山 

〇 上半期活動報告 

(1) 堺北ロータリークラブの更なる 

 イメージアップと当クラブに対す 

 る認知度の向上を目指しながら、 

 各種の情報を発信しております。 

(2) ホームページを通して発信した 

 各種の情報は、ホームページ上に記録として備 

 蓄されます。そのため、後日のために役立つ有 

 益な資料となるよう心がけながら掲載内容の充 

 実に努めております。 

(3) ホームページを通して、当クラブ会員皆さまへ 

 は、特に会員の個人情報である会員専用ページ 

 を含めて各種の情報を発信しております。ま 

 た、広く一般の皆さまへ向けては、ロータリー 

 の諸活動を理解していただくべく各種の情報を 

 発信しております。 

(4) タイミングよく更新を行うべく、次の項目につ 

 いては常時更新しております。 

 特に「クラブ週報」につきましては、翌週には 

 アップし、誰でもがアクセス出来る状態となっ 

 ております。当クラブの大きな特徴でございま 

 す。 

 ① クラブ週報の紹介・毎週発行週報 

 ② ブログ＆ニュース・その時々の活動報告など 

 ③ 会員専用ページ 

 ・ 例会出席・個人別の記録 

 ・ ニコニコ箱・個人別の記録 

 ・ 毎月の会計報告 

 ④ 入会・退会など変更のあった場合、その都度 

 更新 

(5) 当クラブホームページの内容は、大別して50 

 項目ありますが、前項以外の項目については、前 

 年度末から今年度初めの８月末にかけて更新して  

 おります。 

(6)「子ども囲碁フェスタ」は別途のホームページ 

 となっておりますが、行事の詳細なお知らせや、  

 メールによる参加申込みの受付、それに行事終了  

 後、ホームページ上で写真入りの詳細な報告をい  

 たしました。 

(7) 現在、毎日10～20件のアクセスが続いており  

 嬉しいことであります。そのため掲載内容につき 

 ましては、クレームなどのトラブルが発生しない 

 よう慎重に対応すべく努めております。 

(8) トップページ左側上に、下記の通りの「目次  

 ８項目」が表示されております。 

 各項目には、当クラブの活動状況など詳細な情報 

 がびっしり備蓄されておりますので、会員増強に 

 ついても役立てて頂きたいことと、会員の皆さま 

 にもどしどしアクセスしてご覧頂くようお願いし 

 ております。 

 ① 会長挨拶 

 ② クラブ週報の紹介 

 ③ ブログ＆ニュース 

 ④ 例会プログラム等行事予定 

 ⑤ クラブの紹介 

 ⑥ ロータリークラブとは 

 ⑦ 会員専用ページ 

 ⑧ リンク 

  

 出席委員会 

委 員 長 坂田兼則 

副委員長 那須宗弘 

委    員 池永・綿谷 

〇上半期活動報告 

 今期から、メイキャップがその年

度内に適用されたため、出席率が大

幅に高くなりました。会員の皆様に

はやむを得ず例会を欠席された場合

には、メイキャップをよろしくお願 

 いします。 
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〇下半期活動計画 

 上半期と同様 

 

職業奉仕委員会 

委 員 長 笹山悦夫 

副委員長 中川 澄  

委    員 城岡・那須・奥野・三上・田口・ 

泉谷・國井 

〇 上半期活動報告 

（1）昨年10月4日の例会卓話に 

 おいて、第2640地区職業奉仕副 

 委員長の角谷浩二様を外部講師と 

 してお招きし、「職業奉仕と社会 

 奉仕」と題する分りやすい講演を 

 していただき、職業奉仕の理念について理解を 

 深める機会をつくることができた。 

(2) サイドミーティングについては、日程調整が出 

 来ず実現できなかった。会員相互の意見交換や 

 卓話等による外部講師を招き、職業奉仕の理念 

 についての理解を深める機会を積極的につくる。 

〇活動計画 

（1）外部卓話を中心に職業奉仕の理念の理解を深 

 める機会を提供できるような企画を検討する。 

 (2 )会員相互の理解と絆を強めるサイドミーティン 

 グを企画する。 

 

社会奉仕委員会 

委 員 長 池永隆昭 

副委員長 坂田兼則 

委  員 藤永・塩見・那須・白木 

〇 上半期活動報告 

（1）秋の仁徳天皇陵清掃 11/3実施 

（2）秋の交通安全 9/19実施 

（3）清心寮の子供たちとの交流  

 （夏合宿 8/25実施・バーベキュ 

        ー 11/4実施） 

（4）ガールスカウトさんとの交流（新年会 1/5 

  実施） 

（5）ダメゼッタイ募金活動（毎月第3例会） 

（6）『堺警察署 特殊詐欺等 未然防止表示板製作 

  設置』 9/24 感謝状授与と同時に看板設置 

（7）地区補助金を活用して社会奉仕活動として囲 

  碁フェスタを開催 

  →囲碁準備委員会にて報告 

〇下半期活動計画 

（1） 春の仁徳天皇陵清掃 3/8予定 

（2） 春の交通安全 

（3） 清心寮の子供たちとの交流 

  （春場所稽古） 

（4） ダメゼッタイ募金活動（毎月第3例会） 

 

新世代委員会 

委 員 長 澤井久和 

副委員長 平野祥之 

委  員 藤永・白木 

〇 上半期活動報告 

（1）地区ライラ委員会がガバナー事 

 務所で5回開催され、出席しまし 

 た。 

（2）9月6日「新世代フォーラム」 

 にRI 第 2640 地区ローターアクト 代表の酒井   

 憲久様と直前代表 左近 悟 様にご来会いただき 

 ローターアクトの活動についてお話いただきま 

 した。 

〇下半期活動計画 

 【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)～22日（日） 

 場所 和歌山市立 青少年国際交流センター 

 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、ご推薦ください。 

 また、ロータリアンの参加も大歓迎ですのでど 

 うぞご協力よろしくお願いいたします。 

＊上記RYLAは、2月18日、地区ガバナー事務所  

 より中止の発表がなされました 

 

国際奉仕委員会 

委 員 長 綿谷伸一 

副委員長 永富久紀 

委  員 嶽盛・小西・平野・澤井・泉谷・池永 

〇 上半期活動報告 

（1）7月5日 スナーダイクマエ 

 孤児院の絵画展訪問と協賛 

（2）11月 綿谷、池永会員が浄水 

 器の寄贈及び次年度グローバル  

 補助金プロジェクトの件で友好   

 クラブへ訪問。そして11月15日ノンケームＲＣ 

 塩谷会長が当クラブに来訪されました。 

〇下半期活動計画 

 2月11日 タイ王国援助プロジェクト実施 
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 今回は2校に浄水器を提供 

 1校目は特別支援学校で100名程度の小規模校 

 2校目は児童数1000人を超える大規模校 

 

ロータリー財団委員会 

委 員 長 山中喜八郎 

副委員長 國井 豊 

委  員 堀畑・濵口・嶽盛 

〇 上半期活動報告 

 毎年の年次基金寄付は他の会員さ 

 んの助言もあり、会費の中に入れ 

 て頂いております。これにより、 

 集金の手間はかなり省け、確実に  

 ロータリー財団へ送金することが 

 できます。 

〇下半期活動計画 

 (1) 今年こそ「4クラブ財団委員長会議」を実現 

 したいと思います。 

 (2) 下半期は、自分の関わりのある病「ポリオ

（小児麻痺）」についてもう少し掘り下げて何か出 

 来る事がないか考え実施したいと思います。 

 

米山奨学委員会  

副委員長 米澤邦明 （委員長退会のため） 

委  員 池田・北側 

〇 上半期活動報告 

 米山月間の10月11日の例会にお 

 いて世話クラブ堺東RCの米山奨学 

 生 張 哲さんに卓話していただき 

 ました。 

 タイトル：「日本での留学生活と将 

 来の夢」 

〇下半期活動計画 

 2020年度 米山記念奨学生の世話クラブとカウン 

 セラー募集があり、申請します。 

 

会 計 

委員長 藤永 誉 

〇 上半期活動報告 

 池田会員と事務局に任せっきりに 

 なってしまいました。取引伝票と 

 領収書のチェックと押印、出金伝 

 票の押印を行いました。 

〇下半期活動計画 

理事会での会計報告をします。 

ホームページへのアップ時に確認できるように 

します。 

 

Ｓ Ａ Ａ 

委 員 長 塩見 守 

副委員長 藤永 誉 

〇 上半期活動報告 

楽しくスピーディーな議事進行 

に努めていますが、まだまだ改 

善が必要だと思います。 

ニコニコ袋のご紹介は、皆様の 

ご協力により、順調に推移しております。 

〇下半期活動計画 

 上半期の課題と成果を踏まえ、積極的に活動計 

 画を実行して行きます。 

 

囲碁大会準備委員会 

委 員 長 宇瀨治夫 

副委員長 塩見・藤永・池永 

委    員 会員全員 

〇 上半期活動報告 

第9回子ども囲碁フェスタ・堺 

を令和元年11月10日（日）に 

サンスクエア堺にて開催いたし 

ました。 

囲碁入門教室に40名参加 

名人戦Ａクラスに12名参加 

名人戦Ｂクラスに6名参加 

名人戦Ｃクラスに9名参加 

名人戦Ｄクラスに11名参加 

以上、78名の参加でした。 

〇下半期活動計画 

第10回子ども囲碁フェスタ・堺に向けて、令和 

2年2月21日（金）第1回準備委員会を開催し 

ます。 

 

写真同好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 米澤  

〇 上半期活動報告 

 図書棚･･･本日設置しました。 

 堺北思い出アルバム･･･サーバー 

 契約しました。専用ページを構 

 築中 ドメイン名 skgallery 

〇下半期活動計画 

3/29春の親睦旅行にて ナイスショットフォト 

コンテスト開催 
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6/13最終例会にて ナイスショットフォトコン 

テストの結果発表 

堺北思い出アルバムの閲覧 

 

ゴルフ同好会 

代表世話人 塩見 守 

世 話 人 藤永・中田 

〇 上半期活動報告 

(1）第96回北輪会を令和元年8月 

 3日（土）に天野山カントリークラ 

 ブにて開催いたしました。 

(2）地区大会記念ゴルフ大会に、令和 

 元年10月10日（木）参加しました。 

(3）第97回北輪会を令和元年12月14日（土）に   

 天野山カントリークラブにて開催いたしました。 

〇下半期活動計画 

（1）令和2年3月24日（火）に第90回互輪会を  

 天野山カントリークラブにて開催致します。 

 今回は堺北ＲＣがホストクラブでございますの  

 で、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

（2）令和2年4月11日（土）に第98回北輪会を  

 開催します。 

 

歩こう会 

代表世話人 中川 澄 

世 話 人 綿谷・藤永・笹山 

〇 上半期活動報告 

活動できなかった。下半期に頑張 

りたい。 

〇下半期活動計画 

 青山大会が中止されたため、自主 

 企画を実現したい。 

 

グルメの会 

世 話 人 木畑 

〇下半期活動計画 

活動できていません。 

〇下半期活動計画 

 予定は未定です。 

 

 

囲碁同好会 

代表世話人 池田茂雄 

世 話 人 宇瀨 

〇 上半期活動報告 

(1) 前々年度において初の試みとし 

 て、毎月「第２金曜」と「第４金曜 

 日」の例会後に月２回、囲碁の勉強 

 会を開催し、「初歩から学ぼう」とい 

 うことでスタートいたしました。 

 段々先ぼそりとなる中で、残念ながら期の途中で  

 終了することとなりました。その後、同好会として  

 は活動するに至っておりません。 

(2) 「毎月第一日曜日 午後１時から４時まで・新金 

 岡公民館三階会議室」において囲碁の勉強会や囲  

 碁大会を行っております。これは、ロータリーとし 

 てではなく「池田」が25年ほど前に個人として始  

 めたものでありますが、よろしければご参加いた 

 だければ大変嬉しく大歓迎いたします。 

 年に12回のうち、「３月・６月・９月・12月」の  

 年４回は、30数名の参加者による囲碁大会を開催 

 しておりますが、それ以外の月には囲碁勉強会を  

 行っておりますので、ご希望の方、是非ご参加くだ  

 さい。 

 関西棋院公認インストラクター 栗山 登先生にも  

 ご参加いただいております。 

 

伝統文化愛好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 奥野・木畑 

〇 上半期活動報告 

ほとんど活動できておりません 

でした。申し訳ございません。 

おたび寄席にも顔出しができて 

ません。 

奥野会員申し訳ございません。 

〇下半期活動計画 

 他同好会とのコラボレーションイベントを計画 

 

 

 

広報委員会 

    「ロータリーの友」２月号の紹介 

   広報委員 池田 茂雄 

 

◎ 左ビラキ 

(１) マーク・ダニエル・マローニ

ーＲＩ会長メッセージ（３ページ） 

 1905年にロータリークラブが誕生  

 し今年は 115年目、皆様おめでと

うございます。 

委員会報告 

 

時間 
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  この間に世界は大きく変わりました。当時の全 

 世界の人口は１７億人でしたが、現在では約５ 

 倍の７７憶人です。 

 電話普及率は当時のアメリカでは 100人に５台  

 でしたが、今では携帯電話に取って替わり普及 

 率は９６％といわれています。ロータリーの理 

 念である「超我の奉仕」は今でも変っておりま 

 せん。 

 2011年３月に私は妻と一緒に、福島を訪れ、世 

 界で類を見ない大惨事のあとを見ました。しか 

 し今の福島で見られるのは、悲劇の物語ではな 

 く、希望と再生の物語となっております。 

(２) ようこそ島へ（７ページ） 

 我が国の「本州・北海道・四国・九州・沖縄本  

 島」を除く日本の離島は 6,847島あり、そのうち  

 有人島が418島ある。これらの数ある島のロータ  

 リークラブのうち、６島のクラブについて、「島 

 の魅力」などを紹介します。 

 奄美中央ＲＣ（会員５８人・３３～８２歳） 

 利尻ＲＣ    （会員１９人・４５～７０歳） 

 石垣ＲＣ    （会員４４人・４０～７７歳） 

 隠岐西郷ＲＣ（会員２４人・３７～８２歳） 

 対馬ＲＣ    （会員２０人・４３～７６歳） 

 小豆島ＲＣ  （会員３６人・３５～８５歳） 

(３) ２月は平和構築と紛争予防月間（１６ページ） 

 2019年１１月、ローマ教皇が３８年ぶりに来日し 

 被爆地長崎を訪れました。 

 ロータリーは、異文化交流を通じて相互理解の心  

 を育て、紛争解決のスキルを備えた人材の育成を 

 通じて平和な世界づくりを促進しています。 

(４) ポリオのない世界を想像しながら（２２ページ） 

 １０月２４日の「世界ポリオデー」にちなんで、 

 全国各地でポリオ根絶のための活動が繰り広げら 

 れました。 

(５) 詰め碁（３９ページ） 

 今月は、偶数月ですので、日本棋院から囲碁の問 

 題がでています。 

 初段の問題です。３分で解答してください。 

(６) エバンストン便り（４１ページ） 

 ＲＩ国際大会 

 2020年６月６日（土）～１０日（水） 

 ハワイホノルル 

 ロータリアン総数１,２１６,３７２人 

 クラブ数３５,８２５クラブ（平均３４人） 

(７) 日本人親善朝食会（４６ページ） 

 2020年６月７日 (日) ６：４５～８：１５ 

 シェラトン・ワイキキ・ホテル 

 会 費 ８,０００円 

◎ 右ビラキ 

(１) ロータリー・アットワーク（５３ページ） 

 貝塚コスモスＲＣ「奥貝塚秋のゆったりフェス 

 タ」の記事 

(２) 俳壇（６０ページ） 

 堺フェニックス 米田眞理子さん投稿あり 

 

 

 社会奉仕委員会 

「堺区から特殊詐欺押し出汁！！」  

キャンペーン中止のお知らせ 

社会奉仕委員長 池永 隆昭 

 

 先日標記のキャンペーン（3月7日

月曜）についてご案内を差し上げたと

ころですが、堺警察より、大阪府が、

新型コロナウイルスの感染拡大を防

ぐため、府が主催する行事やイベント

を、2月20 日から 3 月 20 日までの1カ月、原則

中止か延期とすることを決めたことから、こちらの

キャンペーンも残念ながら中止となった旨連絡が

ありました。早々にご返信いただき、ご予定いただ

きました会員の皆様には申し訳ありません。 

また時期をずらして、違う形でキャンペーンを企画

するようですので、その節はご協力のほどお願いい

たします。 

 

 

  

 

堀畑好秀会員 姉が腰椎手術を受け無事成功、退 

       院しました。 

中田 学会員 皆出席 17回連続を達成致しまし 

       た。今後もガンバリます。 

綿谷伸一会員 タイでの奉仕活動無事に終わり 

       ました。今回は池永会員、本当に 

       お疲れ様でした。 

嶽盛和三会員 先週お休み。 

       2月公私共に忙しいです。 

塩見 守会員 罰金です。 

藤永 誉会員 塩見さんありがとうございまし 

       た。 

             合計２２，０００円 

 

 

 

ＳＡＡ報告（2月 14日） 
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出席会員一同 ４クラブ合同例会を祝して。 

       中井先生、卓話どうぞよろしくお 

       願いいたします。 

合計１９，０００円 

 

 

 

（１）配布物 

 ◆２月１４日（金） 

  ・週報  ・ロータリーの友 2月号 

 ・映画「二宮金次郎」 チラシ（堺おおいずみ RC） 

 ◆２月２０日（木） 

 ・卓話資料  

 

（２）創立 40周年記念行事についてアンケート 

  ご協力のお願い 

  先般テーブル会議でも色々なご意見を頂き 

  ましたが、欠席された会員の皆さんもいらっ 

  しゃいますので、今一度アンケートのご協力 

  をお願いします。 

 

 

 

第 8回「ゆめ・チャレ」協賛報告 

会員 中川 澄  

  

 令和年２月１６日、 山之口商店

街において、大阪府立堺工科高等学

校定時制が主催する第8回「ゆめ・

チャレ（子ども仕事体験）」が開催さ

れました。「ゆめ・チャレ」は、プロ

の指導のもと、堺工科高校 定時制の生徒さんが

サポートし、小学生に様々な種類の仕事を体験し

てもらうという企画であり、文部科学省・経済産

業省共同 によるキャリア教育推進連携表彰の優

秀賞を受賞したこともあるそうです。 

奥野会員のご紹介で堺工科高等学校の保田先生

に卓話いただいたご縁で、2 年前から堺北ロータ

リークラブ有志で協賛金をお渡ししております

が、今年も協賛金２万６０００円をお届けしまし

た。 今年のゆめ・チャレは、300 名の募集に対し

約 1200 名の小学生が応募したとのこと、当選し

た幸運な小学生たちは、主催者が用意したコスチ

ュームに身を包み、真剣にプロの言葉に耳を傾け

ていました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

今週の歌「兎のダンス」 
  

 ソソラ ソラ ソラ 兎のダンス  
 タラッタ ラッタ ラッタ ラッタ  
 ラッタ ラッタ ラ  
 脚で蹴り蹴り ピョッコ ピョッコ 踊る  
 耳に鉢巻 ラッタ ラッタ ラッタ ラ  
 
 ソソラ ソラ ソラ 可愛いダンス  
 タラッタ ラッタ ラッタ ラッタ ラッタ 
 ラッタ ラ  
 とんで跳ね跳ね ピョッコ ピョッコ 踊る  
 脚に赤靴 ラッタ ラッタ ラッタ ラ   

ＳＡＡ報告（2月 20日） 

幹事報告 

～ 例 会 風 景 ～ 
4クラブ合同例会 

（堺南・堺東南・堺清陵・堺北RC） 
2020年2月.20日（木）18：00～ 
於：ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 

木畑会長より乾杯のご発声 

卓話は大成学院大学客員教授中井正弘先生 

４クラブ合同例会の週報はホストの堺南 RC より

発行されます。頂き次第、配布いたします。 


