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前回の例会 

 2020年 4月 3日(金)第 1876回 

卓 話 「ロータリー雑誌フォーラム」  

卓話者  米澤 邦明 広報委員長 

 

 

 

 

 

下記例会は定款第7 条第 1 節（ｄ）（3）の規定に 

より臨時休会いたしました。 

  ・3月 6日(金) 「出羽海部屋ちゃんこ例会」 

  ・3月13 日(金) 通常例会 

  ・4月10 日(金) 「ロータリーデー・拡大例会」 

  ・4月17 日(金) 通常例会  

・4月24 日(金)  通常例会 

  ・5月 8日(金)  通常例会  

・5月15 日(金) 通常例会  

・5月22 日(金) 通常例会  

・5月29 日(金) 通常例会 

＊5月1日(金)は定款第7条第 1節により休会  （年

度始まり当初からの休会の予定でした）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2020年 6月 5日第 1876号 

 

 2020年 6月 5日(金)第 1877回 

  「第 3回 次年度のための 

        クラブアッセンブリー」  

次年度各委員会委員長 

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 

 2020年度米山奨学生  

  陳 敏彪 様 (チャン マン ピウ様） 

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（６月度）    

    笹山悦夫会員(5日)    

泉谷順子様(9日)  

〇結婚記念祝い（６月度）  

    木畑 清 会員(1日) 辰 正博会員(3日)    

坂田兼則会員(4日)   

◇米山奨学生カウンセラー委嘱状授与 

  米澤邦明会員 

 

 

 

 

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 6月 12日(金)第 1878回 

   「 第 4回 クラブアッセンブリー 」   

       各委員会委員長 

＜4月3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 
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「 学問の府 － 懐徳堂 」 

会長 木畑 清 

 

 江戸時代の日本において現在の

大学に当たるのは、大坂の懐徳堂

と、江戸の昌平黌
しょうへいこう

であった。 

官学の拠点として儒学を教授した

昌平黌と異なり、懐徳堂は享保 9

年（1724）に大阪の有力な町人「五

同志」が出資して、明治 2年（1869）に閉鎖され

るまで大阪町人の教育機関として存続した。既成

仏教を批判した富永仲基、無神論・地動説を唱え

た山片蟠桃など、第一級の学者を輩出した懐徳堂

は、広くフィロソフィーやサイエンスに及ぶ「知

の総合大学」であった。 

学主・中井
なかい

竹山
ちくざん

や中井
なかい

履
り

軒
けん

らとの交流があった 

天文学間
はざま

重富
しげとみ

に援助を受け、蘭語を学んだ傘職

人 橋本宗吉は、後に大阪蘭学の祖と言われ、蘭学

塾「絲漢堂
しかんどう

」を設立した。 

「絲漢堂」学んだ中天游
なかてんゆう

から緒方洪庵が蘭学の手

ほどきを受けている。 

そうした実証的なアカデミズムの系譜は大阪大

学に継承されている。 

 

「平成の時代を振り返って №.21」 

平成 23年 

3月 東日本大震災発生 三陸沖震源で世界最大 

  級の M9の地震・津波で岩手、宮城、福島に壊 

   滅的被害。 

  東京電力福島第一原発の炉心冷却システム停 

  止で初の原子力緊急事態宣言。 

6月 復興基本法成立、復興庁の設立、復興債の発 

  行。 

11月 南スーダンへ自衛隊派遣決定。 

国外 

1月 中国の 2010年の国内総生産（GDP）を発表。 

  日本を抜き世界第 2位。  

2月 ニュージーランド南部で M6.3地震。日本人 

  28人含む 184人が死亡。 

12月 北朝鮮、金正日総書記死去と金正恩の後継 

  を発表。 

   （主な物故者）団鬼六、児島清、立川談志       

       長門裕之、小松左京、谷沢永一 

 

平成 24年 

2月 天皇陛下、狭心症の治療のため心臓冠動脈バ 

   イパス術。 

5月 東京スカイツリー開業 

10月 山中伸弥京大教授、ノーベル医学生理学賞 

   受賞。 

12月 3年 3ヵ月ぶりに自公連立政権。 

国外 

7月 第 30回五輪ロンドン大会開催、日本は史上 

  最多の 38個のメダル獲得。 

8月 李明博大統領が竹島上陸。 

11月 習近平中国共産党装飾就任。 

 （主な物故者）榎本喜八、吉本隆明、小沢昭一 

      浜田幸一、丸谷才一、樋口廣太郎 

 

 

 

 

（１）６月例会予定 

 ・６月１２日（金） 

  「第 4回クラブアッセンブリー」 

    今年度各委員会委員長 

 ・６月１９日（金） 

  「会長退任挨拶」木畑 清 会長 

 ・６月２７日（土） 

  「2019-2020 年度 最終例会及び親睦家族会」    

    17：30～（受付 17時～） 

   ＊26日（金）の例会は上記へ変更します 

   

 当面の間、コロナ対策といたしまして広い会場

「南海グリル 東店 3F 宴の間」を例会場としま

す。お間違いなきようお願いいたします。 

 

（２）他クラブ休会のお知らせ 

 ・堺ＲＣ 

  ６月２５日(木)→休 会   

 ・堺東南ＲＣ  

  ６月４日(木)・１１日(木)→休 会 

  ６月１８日(木）→ 最終例会・家族会 

    同日 午後 5時～・家族会 午後 6時～ 

会長の時間  

幹事報告 
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   場所：日本料理 よしの 

  ６月２５日(木)→休 会 

 ・堺清陵ＲＣ 

  ６月１８日(木) 最終例会 18時～ 

   場所：「なにわ・鉄板焼き」 

  ６月２５日(木)→休 会 

 

  

 

第2回臨時理事会 

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５月２６日（火） 

     １３：００～ 

場 所  事務局 

議 案   

１．例会自粛解除について 

   ・６月度より例会を始める 

   ・自由出席とする（出席扱い） - 承認 

２．堺南ＲＣ主催「紙飛行機滞空競技大会」 

  今年度中止について - 報告 

３．「第11回堺ユースサッカーフェスティバル」 

  2021年7月へ延期について  

  ・協賛金は送金済み（中止でも返金を求めな 

   い） 

  ・次年度は次年度で協賛 － 承認  

４．地区補助金申請について 

  ・コロナの影響で実施可能か分からないが、 

  「タイ国 浄水器設置プロジェクト」へ申 

   請。 － 承認   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス（COVID-19）によるホノル

ル国際大会の中止を受け、6 月 20～26 日にオンラ

インでの初めての試みとなるバーチャル国際大会

が開催されることとなりました。バーチャル国際大

会で会員の意欲、革新性、忍耐を共に共有し、

COVID-19 に対応 するクラブの活動をご覧くださ

い。国旗入場式でロータリーの国際性を祝い、本会

議でつながる力を感じ取り、分科会でロータ リー

に参加する新しい方法を学び、優れた講演者からイ

ンスピレーションを受け取りましょう。  今ほどロ

ータリーが必要とされ、人のつながりが求められる

ときはありません。今こそ「ロータリーは世界をつ

なぐ」を合言葉に、オンラインで私たちの結束を強

めましょう！  

  

〈スケジュール概要〉 

6月20日（土） 

  第1回本会議：ロータリーと共に“ちから” 

 をつなごう（Together We Connect） 

  8:00～9:15：シカゴ（米国）時間［UTC-5］    

  日本時間同日の22:00～23:15となります。 6月

21日（日） 

  第2回本会議：ロータリーと共に学びを深 

 めよう （Together We Learn） 

  8:00～9:15：シカゴ（米国）時間［UTC-5］    

 日本時間同日の22:00～23:15となります。 6月

22日（月）～6月26日（金）  分科会   

  

〈主要な分科会スケジュール〉 

 （特記がない 限り、すべてのセッションは英 

 語で行われます）  

6月22日（月） 

  8:00：会員の参加を促すバーチャルツールの使  

  い方  

 12:00：ロータリー学友の参加促進 

 18:00：ロータリー行事をグリーンに：プラスチッ  

  クを無くし、二酸化炭素削減を目指そう  

6月23日（火）   

 8:00：新しいクラブの種類を通じたロータリー  

  の成長 

 12:00：会長ノミニーのセッション 

 18:00：小口融資のロータリー行動グループの 結 

  成方法（スペイン語で発表） 

6月24日（水）  

そ の 他 

https://www.riconvention.org/ja
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2020-21年度 RIテーマ 
 「ロータリーは機会の扉を開く」 
  

       ホルガー・クナーク会長エレ 

       クトの 2020‐21年度テーマ 

       は「ロータリーは機会の扉を 

       開く」です。 

       このテーマは、ロータリアン

がリーダーシップを強化する機会をつくり、

奉仕の理念を行動へと移し、支援を必要とす

る人びとの生活を向上する活動を行うようロ

ータリアンを喚起しています。 

 

 8:00：河川支援の取り組み：ロータリーと 

 UNEP パートナーシップモデル 

 12:00：ローターアクトの地位向上と今後   

 18:00：ロータリークラブにおける破壊的イノ  

 ベーション（スペイン語で発表） 

6月25日（火） 

 8:00：充実したグローバル補助金申請書の提出  

 方法  

 12:00：会長エレクトのセッション 

 18:00：2021年のデジタルトレンド：ミレニア 

  ルを引き付けるテクノロジーの使用 

6月26日（金） 

 8:00：奉仕と代替例会で子どものいる家族の参  

 加を促す  

 12:00：ロータリーブランド 

 18:00：個人的成長の機会：ロータリーとトース 

  トマスターズの協力 

 留意点：これらのセッションは録画され、オンデマ

ンド形 式でご覧いただけます。 

※シカゴ時間と日本時間との時差は 14時間です。 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お も し ろ 川 柳 

くすっと笑える、ちょっとほっこりする、おも

しろ川柳をご紹介します！ 

     いい夫婦  今じゃどうでも いい夫婦 

     久しぶり  名が出ないまま じゃあまたね 

     オレオレに  亭主と知りつつ電話切る 

     プロポ-ズ あの日にかえって ことわりたい 

     まだ寝てる  帰ってみれば もう寝てる 

     帰宅して うがい手洗い皿洗い 

     「イイネ」には、「どうでもイイネ」が 約五割 

     起きたけど  寝るまでとくに 用もなし 

     立ち上がり 用事忘れて 又座る 

     何回も話したはずだが「初耳だ！」 

     お若いと  言われ帽子を  脱ぎそびれ 

     この頃は 話も入れ歯も 噛み合わず 

     深刻は  情報漏れより  尿の漏れ 

     定年だ  今日から黒を 黒と言う 

     恋かなと 思っていたら  不整脈 

     自己紹介  趣味と病気を ひとつずつ 

     立ち上がり  用を忘れて立ちつくし 

     手をつなぐ 昔はデート今介護 

     「こないだ」と 50年前の 話する 

     みだれ髪、今はみだれる髪もない 

     何でかな、妻という字を毒と書くも 

     愛してる？それが今では息してる？ 

     うまかった、何を食べたか 忘れたが 

     思い出を思い出すのに手間かかり 

 

 

 

 

  

↑提供：澤井久和会員 


