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前回の例会 

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 

今週の歌  「 日も風も星も 」 

     「 あんたがたどこさ 」 

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（６月度） 

 該当者なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2020年 6月 19日第 1878号 

 

2020年 6月 19日(金)第 1879回 

卓 話 「 会長退任挨拶 」   

卓話者  木畑 清 会長  

今週の歌  「 我らの生業 」 

     「 堺北ＲＣの歌 」 

     「 雨ふりお月さん 」 

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 

 

 

 

 

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 27日(土)第 1880回 

 「 2019-20年度 最終例会・親睦家族会 」   

   １７：３０～（受付１７：００～） 

    於：南海グリル東店 3階「宴」 

＊6月26日(金)の例会は上記に例会変更します。 

＜6月12日(金)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 

今週の歌「雨降りお月さん」 

 

  雨降りお月さん 雲の蔭 

  お嫁にゆくときゃ誰とゆく 

  一人で傘（からかさ） さしてゆく 

  傘（からかさ）ないときゃ 誰とゆく 

  シャラシャラ シャンシャン 鈴つけた 

  お馬にゆられて ぬれてゆく 
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「 国内最大の商業都市 － 堺 」 

～自由都市から天下人の直轄地へ～ 

会長 木畑 清 

 

 堺は、堺港へ遣明船が入港した

1469年から遣明船貿易、それ以前

から行われていた琉球貿易、そし

て後年には南蛮貿易などにより、

経済や軍事面での重要都市として

約 150 年に渡り、国内最大の商業

都市そして会合
えごう

衆
しゅう

と呼ばれる有力承認による合

議組織を中心とした自由都市として栄えた。 

堺は室町幕府、細川氏のちには三好氏の庇護の下、

自由な商業活動により栄華を誇ったが、天下統一

を目指す織田信長が直轄地とし、続く豊臣秀吉も

大坂城と大坂の町の建設に堺の財力を取り込む

ために堺の環濠を埋め立て、ここに自由都市とし

て堺の終焉を迎えた。 

 

「平成の時代を振り返って №.23」 

平成 27年 

4月 天皇皇后両陛下、パラオを訪問。 

5 月 東京電力、福島第 1 原発の高濃度汚染水の

「処理完了」と発表。 

8月 天皇陛下「先の大戦に対する深い反省」表明。 

10月 ノーベル医学生理学賞に大村智 

  ・ノーベル物理学費に梶田隆章 

国外 

4月 オバマ米大統領とキューバのラウル・カスト 

ロ国家評議会議長が会談。 

 ・ネパールでＭ7.8の地震。約 9,000人が死亡。  

7月 米キューバ国交回復。 

11月 中国の習近平国家主席と台湾の馬英九総統 

 が会議。 

  （主な物故者）陳 舜臣、鶴見俊輔、阿川弘之 

原節子、水木しげる、野坂昭如、安藤昇 

 

平成 28年 

2月 2015年の簡易国勢調査の速報値で、日本の  

  総人口が初めて減少。 

5月 伊勢志摩サミット開催。 

 ・オバマ米大統領、被爆地広島を訪問。 

8月 天皇陛下、生前譲位のお気持ち表明。 

10月 ノーベル医学生理学賞に大隅良典。 

国外 

3月 オバマ米大統領、キューバ訪問。現職として 

  は 88年ぶり。 

11月 米大統領で共和党の実業家ドナルド・トラ  

  ンプが勝利。 

  ロシア軍、国後島と択捉島に地対艦ミサイル 

  の配備完了。 

12月 韓国の朴槿恵大統領の弾劾訴追案を国会が 

 可決。 

 （主な物故者）大橋巨泉、千代の富士貢、 

  渡辺和子、平尾誠二、三笠宮崇仁親王、 

田部井淳子 

 

 

 

 

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 

〇活動報告 

 (1) 今期仕事関係で退会者1人、入 

 会者は無く、減1名、会員総数29 

 名となりました。 

 (2) 2020年4月10日（金）開催予 

 定の「拡大例会」が新型コロナウイルス感染によ 

 り中止となりました。 

(3) 地区会議への出席 

・2019年9月21日(土)和歌山ＪＡビルに於いて、 

 クラブ会長・会員増強委員長会議出席。 

・2019年11月30日(土)和歌山ＪＡビルに於い 

 て、クラブ情報・規定委員長会議出席。 

 

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 

会長の時間  

第 4回クラブアッセンブリー 
 

時間 
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〇活動報告 

（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) 

（3）春の日帰り親睦家族旅行 

３月２９日(日) 滋賀県琵琶湖にてバスでミシ 

ガンクルーズ、近江牛昼会席、バームクーヘ 

ンで有名なクラブハリエでお買い物して頂く 

予定でしたが中止となりました。 

（4）最終例会 

６月２７日(土) 南海グリル東館３階(予定) 

受付17：00、例会17：30～ 

以上、四大行事の円滑なる実施を目指し活動し 

てまいりましたが、新型コロナウイルスの影響 

で春の親睦家族旅行が中止となり残念でした。 

 

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。 

 (4) 例会自粛中に3度の週報特別号を作成し、休 

 会中でもアイ・サーブをしているメンバーの記 

 事や4月から来る筈の米山奨学生の紹介など掲 

 載し、発行送付しました。 

 

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 活動報告 

(1)  堺北ロータリークラブのイメ 

 ージアップを目指しながら、各種 

 の情報を発信してまいりました。 

(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まいりました。 

 このホームページは、当クラブの活動状況を記録  

 として保存する保管庫としての役割が大きいので 

 す。 

(3) ホームページを通して、当クラブ会員皆さまへ 

 は、会員の個人情報である会員専用ページ上に、 

 例会出席やニコニコ箱など個人別情報など有益な 

 各種の情報を発信してまいりました。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まい 

 りました。 

(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まいりました。 

 ① 毎週発行のクラブ週報の紹介 

 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 

 委員会としては、大所、高所からはみております 

 が、更新作業は事務局 坂上氏にやってもらって 

 おります。ありがとうございます。 

(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、毎 

 年度末並びに、毎年度初めに更新するよう努めて 

 まいりました。 

(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、それに行事が終 

 わればホームページ上で詳細な報告をいたしまし 

 た。 

(7) 現在、毎日30～40件のアクセスが続いており 

 大阪周辺から「75％」、東京周辺から「25％」と 

 なっています。更に、外国からは今年2月の実績 

 としては、アメリカから「15件」・デンマークか 

 ら「3件」・中国から「2件」・タイから「1件」・  

 トルコから「1件」の計22件となっています。嬉 

 しいことではありますが、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 

 いよう慎重に対応しなければなりません。 

  当クラブでは、毎週発行する週報を翌週にはホ 
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 ームページ上にアップし、世界中どこからでも見 

 られる状態となっております。会員の皆さんが週 

 報に載る原稿を書かれる際には、特にこのことに 

 注意して頂き、又、写真の選定についても同様で 

 あります。広報委員長さんをはじめ委員の皆さ 

 ん、週報チェックについては特に注意して頂くよ 

 うお願い致しました。 

(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。 

 「クラブ週報の紹介」を見て頂きますと、毎週の 

 当クラブ活動状況が詳細に紹介されております。 

 また、「クラブの紹介」を見て頂きますと、当ク 

 ラブの歩みなどが詳細に表示されております。こ 

 のように会員増強にも役立てていただけるデータ 

 が一杯あります。ご活用ください。 

 他の項目にもデータがびっしり備蓄されておりま 

 すので、会員の皆さま、どしどしアクセスして下 

 さいますようお願い致しました。 

  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 

〇活動報告 

(1) 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、メイキャップをお 

 願いしました。 

 (2) 下半期に関しては、新型コロナウイルスの関 

 係で4月からの例会が開催されず、やっと6月 

  からの任意参加になりました。 

 計画しておりました、最終例会での表彰等は休 

  会が多かったため、行いません。 

 

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 活動報告 

 (1) 上半期の外部講師による分り 

 やすい講演は好評であった。クラ 

 ブとして職業奉仕の理念について 

 会員の理解を深める機会となり、 

 また、刺激にもなった。下半期は、力不足もあ 

 り継続した企画が実現できなかった。 

 (2) 職業奉仕は、ロータリークラブの中心的な理念 

 であるが、会員が定期的に学ぶ機会やそれを保障 

 する研修制度も不十分なのが現状である。 

 職業奉仕委員会としては、地区とクラブの両サイ 

 ドから年２回程度の定期的研修が実現できるよ 

 う提案したい。 

 

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 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） 

  （例会自粛中は中止） 

（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 

（8）春の仁徳天皇陵清掃 3/8予定 →中止 

（9）春の交通安全 →中止 

（10）清心寮の子供たちとの交流（春場所稽古） 

   →中止 

  上期は通年通り 活発に活動させて頂きました。 

  下期はコロナの影響で ほぼ中止となりました。 



- 5 - 

 

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 活動報告 

（1）地区ライラ委員会がガバナー事 

 務所で開催され、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。 

（3）「第38回 青少年・RYLA研修セミナー」 

 期間  2020年3月20日(金･祝)～22日（日） 

 テーマ『生存・生き残る(君はサバイバルできる 

 か)』 

 場所 和歌山市立 青少年国際交流センター 

 上記ライラセミナーは新型ウイルスの為、やむ 

 をえず中止となりました。 

 次年度は高野山で3/5～3/7開催予定となりまし 

 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 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。 

(3)  2月11日 タイ王国援助プロジェクト実施 

 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 

(4) 次年度の浄水器設置プロジェクト<タイ王国> 

 地区補助金を申請しました。 

 又、グローバル補助金活動は立案中です。 

 

 

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 活動報告 

(1) 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。 

 お一人年間 年次寄付 200ドル 

             ポリオ   10ドル 

 をロータリー財団へ送金いたしました。 

(2)  6月濵口会員より大口の寄付を頂きました。 

(3) 今年度のロータリー財団の表彰 

   城岡陽志会員･･･ポールハリスフェロー３ 

   宇瀨治夫会員･･･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 

   辰 正博会員･･･ポールハリスフェロー２  

   中川 澄会員･･･ポールハリスフェロー１  

   平野祥之会員･･･ポールハリスフェロー 

 

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 活動報告 

(1) 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」 

(2) 2020年度米山奨学生 陳 敏彪 様 (チャン マン  

 ピウ様）の世話クラブとなりました。 

(3) 米山特別寄付表彰 

 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 

 宇瀨治夫会員－第3回マルチプル 
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会 計 

委員長 藤永 誉 

〇 活動報告 

 取引伝票と領収書のチェックをこ 

 まめに行いました。 

 予算や収支に関しましては、池田 

 会員にお任せしてしまいました。 

 申し訳ございません。 

 

Ｓ Ａ Ａ 

委 員 長 塩見 守 

副委員長 藤永 誉 

〇 活動報告 

本年度は４月３日（金）を最後 

に、通常例会を行えていませんの 

で、活動した実感が薄いのです 

が、活動方針に基づいて議事進行  

を進めることが出来たと思います。会員の皆様  

  のご協力に感謝いたします。 

 

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 活動報告 

(1) 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。 

(2) 第10回子ども囲碁フェスタ・堺の開催日を 

 Ｒ２年11月15日（日）於：サンスクエア・堺  

 Ａ棟２Ｆと予定しましたが、新型コロナウイル 

 スの影響で変更になります。 

 

 

 

 

写真同好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 米澤  

〇 活動報告 

 カメラ・撮影の本を事務局に置 

 かせていただきました。 

 今後も是非ご活用ください。 

 ナイスショットフォトコンテス 

 トは、親睦旅行中止のため次回に持ち越し（景 

 品も2階建て、お楽しみに）堺北の思い出アル 

 バム用のサーバー契約は、次年度の動画（堺北 

 チャンネル）をYoutube計画のため無料期間内 

 に解除しました。 

 

ゴルフ同好会 

代表世話人 塩見 守 

世 話 人 藤永・中田 

〇 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。 

(4) 今年はコロナウイルスの影響で、下半期の計画  

 が全て行えませんでした。 

 第90回互輪会は令和3年の春に堺北ＲＣがホス 

 トクラブとして、開催の予定です。 

 第98回北輪会については、状況を見守りながら 

 開催時期を検討致します。 

 

歩こう会 

代表世話人 中川 澄 

世 話 人 綿谷・藤永・笹山 

〇 活動報告 

 第三者主催大会の中止、新型コロ  

 ナウイルスの流行による自主企画 

 中止で活動できなかった。 
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グルメの会 

世 話 人 木畑 

〇 活動報告 

2月に予定していました企画が、 

新型コロナウイルスの影響で延期 

となり、今期は活動できませんで 

した。 

 

囲碁同好会 

代表世話人 池田茂雄 

世 話 人 宇瀨 

〇 活動報告 

 (1)「子ども囲碁フェスタ」参加者か 

 らのアンケートのなかに、ホームペ  

 ージ上に囲碁に役立つ記事を載せて  

 欲しいとの声がありました。それにお応えすべく 

 囲碁の棋力向上に欠かせない格言集を当クラブ

「囲碁同好会」からのニュースとしてアップいたし 

 ました。 

(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、「囲碁勉強会」や  

 「囲碁自由対局」をやっております。これは、ロー 

 タリーとしてではなく「池田」が個人としてやって 

 おりますが、ご参加いただければ大変嬉しく大歓 

 迎いたします。以前、当クラブ囲碁勉強会の講師を 

 していただいていた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。 

 年間行事のうち、「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、ご参加いただ 

 ければ大変嬉しいです。 

 

伝統文化愛好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 奥野・木畑 

〇 活動報告 

十分な活動ができませんでし 

た。申し訳ございません。 

次年度にむけて計画を立てて活 

  動したいと思います。 

 

 

 

 

国際奉仕委員会 

             国際奉仕委員長 綿谷伸一 

 今年度タイ王国 浄水器設置プロジェクトについ

てノンケームＲＣ礒部様より下記報告がありまし

たのでお知らせいたします。 

 

 「2019～20 タイ王国 援助プロジェクト 報告」 

         3350地区ノンケーム RC 

          国際奉仕委員長 礒部寿一氏           

 

 タイ王国の首都であるバンコク中心から 50Km ほ

ど離れた地域『ノンケーム地区』と、その周辺地域

の幼稚園、小学校、中学校の水道水が劣悪な状態に

あることを、現地での実態調査で確認することが出

来ました。 

 この地域は、土質が石灰質で劣悪な状況にありま

す。ガラスのコップに水を汲むと白く濁った粒子が

水の中にが確認できるほどです。また、それらの水

は、少し異臭がするケースもあり飲料水として使用

すると身体に悪影響を及ぼし、長年摂取を続けると

命の危険もあります。実際、水が原因で命を落とす

ケースもあります。 

 その水を洗濯物に使用すると、ゴワゴワに硬くな

ってしまいます。もちろん、学校給食にも、その水

を沸騰させて使用しています。この水が身体に良く

ないと分かっていても生きるために飲むしかあり

ません。親も、子どもたちも、この水が身体に悪い

と理解していても、一切の選択肢は無いのです。こ

の水を摂取を続けるしか無いのです。 

 親も収入が僅かで、貧困地域のため、ペットボト

ルの飲料水を買うことができずに、この水を飲み続

けるしか無いのです。子ども達は、日常的に下痢や

腹痛、湿疹等をおこしで学校を病欠する子どもも少

なくありません。 

  先進国の日本であれば、政治や行政が問題や災害

が起こった場合、積極的に対処して早期に改善しま

すが、この問題を抱えている国は発展途上の最中で

貧富の差が拡大しています。政治や行政から殆ど対

処もされず、改善の兆しすら見えないというのが現

状です。 

 ノンケームRCは、この“待ったなし”の緊急を要

委員会報告 
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する状況を、何とかしなければいけないという強い

思いで、模索を続ける中で、友好クラブである堺北

ロータリークラブの協力を受けながら、一歩づつで

はありますが、長年に渡り浄水器を設置してきまし

た。2017 年の 2640地区大会では、当時の樫畑直尚

ガバナーから地区大会でプレゼンテーションの機

会を頂き、結果、地区内の多くのクラブから「14ユ

ニットの浄水器」を設置して頂きました。 

 昨年、ご支援を頂いた「和歌山ロータリークラブ、

堺北ロータリークラブ、堺泉ヶ丘ロータリークラブ、

堺清陵ロータリークラブ」の RI.2640地区内４クラ

ブが、本年度も「計10ユニットの浄水器」を寄贈し

て頂きました。 

 この浄水器設置プロジェクトは、RIの6つある重

点分野のひとつで、「きれることが求められる活動

で、メンテナンスやフィルターの交換など、設置後

も継続してランニングコストがかかります。 

 この問題をどうするかが最も重要な点なのです

が、学校や地域の政治家や行政に費用などの捻出を

お願し、地域の学校の運営予算に組み込んでもらう

ことに同意を得ることができました。学校からも 3

ヶ月に1回のノンケーム・ロータリークラブに、浄

水器の状況について報告してもらうことにしまし

た。何らかの理由で学校からの連絡が入らない場合

は、ノンケーム・ロータリークラブが定期的に設置

した学校の校長に電話をし、不具合や故障などの問

題が起こっていないか？フィルターがきちんと交

換されているか？などの聞き取り調査を行います。

必要な場合は、国際奉仕委員会が学校を訪問しての

現地で対処も行います。これによって持続可能な成

果が得えられます。 

 浄水器ユニットのサイズは、設置場所により異な

りますが、約160cmぐらいで、ほぼ人の背丈と同じ

くらいです。１ユニットに３つのフィルターがあり、

そこに小型ポンプに源水を流し、クリーンな水を作

るという簡単な仕組です。水質にもよりますが、200

名の生徒が毎日浄水器を使用した場合、３か月に１

度フィルター（３個）交換が必要で、それを怠ると

機能が低下し、折角の設置した浄水器の意味がなく

なってしまいます。 

 設置を単発で終わらせるのでは無く、持続可能な

成果を得るためには、学校サイドとの 3ヶ月に一度、

きちんと連絡を取り続けなければなりません。 

 本年度、各クラブから寄贈して頂いた浄水器の設

置台数は次の通りです。、和歌山 RC－６ユニット、

堺北RC―2ユニット、堺泉ヶ丘―１ユニット、堺清

陵RC－１ユニット、合計 10ユニットです。 

 今回の設置に至るまで、ノンケーム RC が事前の

水質検査や設置場所等の調査と設置業者の選定を

し、設置後の作動確認も国際奉仕委員会のメンバー

が立会い確認を行いました。 

 昨年度は、設置後の調査で、設置したばかりの浄

水器に不具合が生じるケースが1ヶ所ありましたが、

本年度は、設置した１0 ユニット全てが順調に稼働

し各学校（幼稚園を含む）の子どもたちや、近隣住

民に安全でクリーンな水を供給を続けています。 

 贈呈式は、2月11日にバンコク近郊のパトゥムタ

ーニ・プロビンスの２校で執り行いました。本年度

の贈呈式は「COVID-19」の影響で、コロナウィルス

感染予防の観点から、当初参加予定をしていた多く

のロータリアンが出席を断念せざる得ない結果と

なりました。 

 本年度、日本からは、次の 6名が席して頂きまし

た。 

 「RI.2640地区PDG樫畑：Kassy 様 (和歌山ロー

タリークラブ P.P.)、堺北ロータリークラブ社会奉

仕委員長(国際奉仕兼務) 池永様、堺清陵ロータリ

ークラブP.P.水内様、幹事(P.E.) 西内様の４名と

オブザーバーで、東京北ロータリークラブ P.P.和田

様、水戸RC成田様に参加して頂きました。感染など

の安全面を考慮してタイ側からも出席者を大幅に

減らし、タイ側から10名の出席で、総勢16名とな

りました。 

 「COVID-19」の影響が出はじめていた 2020年2月。

子ども達には絶対に感染させないように万全の対

策をとりながら贈呈式を執り行いました。贈呈式を

行った小学校２校では、吹奏楽部の生徒の演奏によ

る出迎えや、生徒による民族舞踊や歌の披露など、

出席した 16 名のロータリアン一人ひとりが子ども

たちからの「ありがとう」の感謝の気持ちを肌で感

じることができ、素晴らしい贈呈式でした。 

 その後、日泰両国のロータリアンが集い、国際交

流レセプションをチャオプラヤ川リバーサイドホ

テルで開催しまた。日本からの参加者の他、昼の贈

呈式に主出席することが出来なかった「RI.3350 地

区 DG タノンサック様御夫妻、PDG プラビット様、
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DGE ソムサリ様を始め、地区役員、地区内のロータ

リアン、友好クラブである R.I.3340 地区ロイエッ

ト・ロータリークラブのロータリアン、そしてリバ

ーサイドホテル滞在中の米国からのロータリアン

御夫妻が加わり、70名ほどが参集しました。 

 レセプションでは、来賓挨拶に続き、バナー交換、

プレゼント交換、日泰ロータリアンによる歌や踊り

で盛り上がり盛会となりました。 

 今回の、“Clean Water Project”贈呈式の前日の

2月10日18：00からアテネホテルの「The House of 

Smooth Curry」で、RI.2640地区PDG樫畑様 (和歌

山ロータリークラブ P.P.)、堺清陵ロータリークラ

ブP.P.水内様、P.E. 西内様とノンケーム・ロータ

リークラブ P. ナキット、P.P. (DGN) Dr.ウィルン、

P.P. ウィスット夫妻、P.P. (GA)ソムチャイ夫妻、

国際奉仕委員長トーマスと懇談会 ( Clean Water 

Projectの概要と翌日の贈呈式についての説明) を

開催しました。   

 2020 年は、「COVID-19」の広がりでアジアは元よ

り世界中にコロナウィルスの広がり、タイ国内でも

感染予防を考慮した行動が求められる中、様々な制

限を受けてはいたものの、何とかメンバーが力を合

わせ危機的状況ではありましたが、予定していた 10

校に浄水器を無事に設置することが出来ました。  

 昨年に引き続き、御協力を賜った R.I.2640 地区

の「和歌山ロータリークラブの高誠会長を始めとし

たメンバーの皆様、堺北ロータリークラブの木畑清

会長を始めとしたメンバーの皆様、堺泉ヶ丘ロータ

リークラブの森恭一会長を始めとしたメンバーの

皆様、堺清陵ロータリークラブの酒井誠会長を始め

としたメンバーの皆さんの友情と何とか助けてあ

げたいという熱い思いによって、今回の浄水器プロ

ジェクトを成功させることが出来ました。国境を越

えた素晴らしい友人に、私達、ノンケーム・ロータ

リークラブは、心より感謝申し上げると共に、助け

られた子ども達や地域の人々に代わって皆様のご

協力に心から御礼を申し上げ、2019-2020 年度の国

際 奉 仕 活 動

「 Clean Water 

Project」の報告

とさせて頂きま

す。ありがとうご

ざいました。 

 

  

城岡陽志会員 落成式の祝いを頂き、ありがとうご 

ざいました。 

       今夜は白木さんと中川さんと北側 

       さんとで食事会です。 

嶽盛和三会員 城岡さん、色々頂戴いたしまして、   

       ありがとうございました。 

       今年度も会員増強委員長として 

       バックアップ願います。 

             合計 ８，０００円 

◆米山奨学特別寄付 

       ･･･米澤邦明会員・濵口正義会員 

◆ロータリー財団大口寄付 

       ･･･濵口正義会員 

    

 

 

 

（１）配布物 週報 

 

（２）例会変更及び最終例会のご案内 

  【2019-2020年度 最終例会】 

  ６月２７日（土）１７：３０～（受付 17時） 

  於：南海グリル東店 3階「宴」 

  ＊尚 6月 26日（金）の例会は上記に変更し 

  ております。 

 

（３）クラブRI脱会に伴う解散のご報告 

堺東南ロータリークラブ 

会長  鶴 啓之 

拝啓 向夏の候、貴ロータリークラブの皆様におか

れましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げま

す。 

堺東南ロータリークラブは2020年6月25日をもち

まして、ＲＩを脱会し、解散させていただくことと

なりました。1970年5月の発足以来、活動を行って

まいりましたが、会員減少、メンバーの高齢化に伴

い、今後ロータリークラブとして活動していくのは

困難と判断し、今期創立 50 周年を節目に解散する

運びとなりました。 

これまで活動してこられましたのも、ひとえに皆様

の温かいご支援・ご協力の賜物と心より厚く感謝申

幹事報告 

ＳＡＡ報告 
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し上げます。  

今後、私どもはロータリークラブで学んだ「奉仕の

精神」を忘れることなく、培った想いを誠に微力で

はございますが地域社会に貢献できる活動を続け

て参りたいと存じますので何卒倍旧の御指導御鞭

撻を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 

貴クラブの皆様の更なるご発展とご活躍をお祈り

申し上げまして書中にて御挨拶申し上げます。  

                    敬具 

2020年6月10日 

 

  

 

 

「堺北ロータリークラブの歌」誕生について 

会員 池田茂雄 

（1）準備 

   当クラブが1990年 10月8日に創立10周年を 

 迎えるにあたって、クラブの歌を作るということ 

 になり、その約1年前から準備が始まった。 

（2）歌詞応募及びその選定 

先ず、当時の在籍会員 56名に歌詞について応 

 募を呼び掛けた。数名の応募者の中から、準備委 

 員会において選定の結果、「大阪府立大学教授  

 耳野皓三 当クラブ会員」の作品が選ばれた。この 

応募作品には、歌詞が 3番まであった。 

（3）作曲者の選定 

  作曲者を誰にお願いするかということになり、 

大越昇太郎 当クラブ会員（当時実行副委員長）の 

お知り合いである 「大谷女子大学教授 早野柳三 

郎 様」に歌詞の補正も含めて作曲をお願いする 

こととなった。 

    出来上がった歌は、1番、2番となり、3番目が 

カットされていた。そこで作詞者の耳野会員から 

3番も入れて欲しいとの強い要望があったが、当 

クラブとしてはお願いした早野様のご判断の中 

で当クラブの歌が誕生した。 

（4）歌と伴奏 

さて、歌と伴奏を誰にお願いするかとなり、 

 塩田亮三 当クラブ会員（当時ソングリ―ダー）の 

ご友人である「関西学院大学グリークラブ OB  

広瀬康夫様」に歌の吹き込みをお願いし、「奥様  

広瀬万佐子様」にピアノ演奏をお願いすることと  

した。 

さて、レコーデイングとなり、当クラブ会員とグ 

リークラブ関係者数名が見守る中でテープへの 

収録無事終了。カセットテープへのダビングは 

池田茂雄会員が担当。 

（5）1990年10月7日、大阪なんばの「南海サウス 

タワーホテル」において、約 200名の参加者によ 

り「創立10周年記念式典」が盛大に開催され、そ 

の場で「堺北ロータリークラブの歌」が披露され 

ました。 

（6）毎月の例会の中で、月一回、原則として第三週 

目の例会で当クラブの歌を歌っております。また、 

例えば、忘年会や最終例会など特別な行事の時に 

も歌っております。 

（7）例会での歌は、季節の唱歌を初め、ロータリー 

ソングでは、奉仕の理想、我らの生業、四つのテ 

スト、それでこそロータリー、日も風も星も、 

R-O-T-A-R-Y などを歌っております。 

 

             作詞 耳野 皓三                                

             作曲 早野 柳三郎 

 

  「堺北ロータリークラブの歌」 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

一、  須恵器(スエキ)・土師器(ハジキ)の 昔より 

    御陵(ミササギ)のもと 名を知らる 

    誉れも高き わが堺 

    誉れも高き わが堺 

    マイクラブ 堺北ロータリー 

 

 二、 呂宋助佐(ルソンスケザ）の 名と共に 

    茅渟(チヌ）の港に 栄えきて 

    誇りも高き わが堺 

    誇りも高き わが堺 

マイクラブ 堺北ロータリー 

そ の 他 


