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前回の例会 

  2020年 7月 3日(金)第 1881回 

卓 話 「会長就任の挨拶」 

卓話者  会長 山中 喜八郎 

会員総会 

今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」 

     「バースディソング」 

お客様の紹介・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（７月度） 

宇瀨 治夫会員(2日)  

國井  豊会員(5日) 

濵口 正義会員(30日) 

○結婚記念祝い（７月度）なし 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2020年 7月 10日第 1881号 

 

2020年 7月 10日(金)第 1882回 

  「第 1回クラブアッセンブリー」 

      各委員会委員長  

今週の歌 「我らの生業」「いつでも夢を」 

お客様の紹介 

   ガバナー補佐 中野 一郎 様  

   米山奨学生 陳
チャン

 敏
マン

彪
ピウ

 様 

出席報告・会長の時間 

入会式  畑中 一
かず

辰
し

 新会員 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇皆出席表彰（７月度） 

 綿谷伸一会員（１７回目） 

 山中喜八郎会員（７回目） 

 池永隆昭会員（４回目） 

◇米山功労者 表彰 

 濵口正義会員（第 79回メジャードナー） 

 米澤邦明会員（第 5回マルチプル） 

 

 

 

2020-21年度 国際ロータリーのテーマ 

    「ロータリーは機会の扉を開く」 

国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク（ドイツ・ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンディケーターRC） 

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)  ： 藤井秀香 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/fujii/  

E-mail ： fujii@rid2640g.com 

会長：山中喜八郎  幹事：塩見 守  広報委員長：坂田兼則  編集者：池田茂雄 

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 7月 17日(金)第 1883回 

      「テーブル会議」 

 テーマ：「創立40周年記念式典について」 

  「第10回子ども囲碁フェスタ・堺について」 

      

＜7月3日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           29名 
出席会員           18名 
準会員           1名 
欠席会員             11名 

    ゲスト             0名 
    ビジター            0名 

本日の例会 

 

時間 

 

     今週の歌「いつでも夢を」 
  星よりひそかに 雨よりやさしく 
  あの娘はいつも 歌ってる 
  声が聞こえる  淋しい胸に 
  涙に濡れた   この胸に 
  言っているいる お持ちなさいな 
  いつでも夢を  いつでも夢を 
  星よりひそかに 雨よりやさしく 
  あの娘はいつも 歌ってる 
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「会長就任の挨拶」 

会長 山中 喜八郎 

 

 2020-2021 年度 堺北ロータリー

クラブの会長を務めさせて頂きま

す山中喜八郎です。どうぞ宜しく

お願い致します。 

 実は、私は 2 回目の会長をさせ

て頂きます。今回の方が大変緊張

しております。 

何故、2回目なのに緊張しているかと申しますと、

今年度は我が堺北クラブにとりまして、「創立 40

周年」と言う大切な節目の時期に、また、日本に

ロータリークラブが、誕生して 100 周年を迎える

記念すべき年にもあたります。 

何年も前から「40 周年は大事だ。」と皆さんが同

音におっしゃり、その年度の会長にご指名を頂き、

お受けさせて頂くことになりました。 

 しかしながら、前 木畑会長年度後半は、新型コ

ロナウイルスの影響により例会、活動も自粛期間

があり、40周年準備委員会の開催も不十分で準備

が進んでおりません。 

新型コロナウイルスの完全な終息には未だ未だ

時間がかかりそうで、状況の変化も見据え、会員

の皆様のご意見を伺いながら、堺北ロータリーク

ラブらしい形で、進めていきたいと思っておりま

す。 

未曾有の災禍の中ではありますが、この記念すべ

き年度、精一杯努めてまいりますので、ご指導、

ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

【活動方針】 

 ① クラブ創立 40周年を祝おう。 

 ② 仁徳天皇陵清掃活動の一層の充実。 

 ③ 第10回を迎える「子ども囲碁フェスタ・堺」  

  の将来への展望。 

 ④ 「ロータリーデー・拡大例会」を通じて地域 

  社会に発信していく。 

  ⑤ 堺 8ＲＣ 第 90回互輪会（ホスト）を盛会に。  

 

 

 

 

 

 

      「会員総会議事録」 

議長：会長 山中喜八郎 

日時：令和 2年 7月 3日（金）於：例会場 

議案： 

1.2020-21年度 予算(案)の件・・・承認 

（池田会計監事より説明あり） 

2.クラブ細則第 2条第 3節の規定により 

候補者指名委員会の委員を次の通り 

山中会長・中川会長エレクト・塩見副会長 兼 幹

事・藤永 SAA・池田会計・澤井理事・城岡理事・

池永理事・宇瀨理事 

の９名を推薦する件・・・承認  

 

会員数 29名、出席会員 18 名で、クラブ細則第 5

条第 3節の規定により定足しており、会員総会は

有効に成立。上記3議案、賛成多数で承認を得た。 

 

 

 

 親睦活動委員会 

「ビア・パーティーのご案内」 

2020-2021年度親睦活動委員長 澤井久和 

 

2020～21年度最初の親睦活動委員

会事業であります、ビア・パーテ

ィーを下記の通り開催いたします

のでご案内申し上げます。 

どうぞご家族ともどもお誘いあわ

せの上ご参加下さいますようお願い申し上げま

す。 

           記 

日 時 ： ２０２０年７月２５日（土）  

   受付 午後4時30分 開会 午後5時00分 

場 所 ： 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１ 

      （あべのハルカス内） 

      大阪マリオット都ホテル 19階  

      『ライブキッチン COOKA（クーカ）』 

 会場のご配慮により当日は貸切りでゆったりと    

 ディスタンスを取ってお食事していただけます。 

参加者 ： 会員・ご家族・ファミリー会員 

登録料 ： 会員・フアミリー会員 7.000円 

      ご家族 5.000円 

    （中学生 4,000円）小学生以下 無料 

＊出欠は７月１7日（金）例会時までにお返事下さ

い。尚、7月31日（金）の例会を上記へ変更いた

します。 

会長の時間  

委員会報告 

 

時間 

 

 

木
畑 

直
前
会
長
へ 

 

記
念
品
（
バ
ッ
チ
）
贈
呈 
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山中喜八郎会員 いろいろお世話になりますが、 

       特に今年はよろしくお願いいた 

       します。 

堀畑好秀会員 山中会長、塩見幹事の船出を祝っ 

       て。 

池田茂雄会員 山中年度の門出おめでとうござ 

       います。今年が充実した年度であ 

       りますように。 

木畑 清会員 新年度山中会長頑張れ！ 

北側一雄会員 山中会長のご挨拶を謹んで拝聴 

       いたします。 

奥野圭作会員 会長、幹事さん始め理事役員の皆 

       様、本年大変お世話になりますが、 

       よろしくお願い申し上げます。 

中田 学会員 山中丸の出航を祝して！ 

永富久紀会員 山中新会長、今日より一年間頑張 

       って下さい。 

嶽盛和三会員 新会長、幹事、ＳＡＡさん執行部 

       役員の皆様方一年間宜しくお願 

       い申し上げます。畑中さんよく戻 

       って下さいました。又一緒に活動 

       しましょう。 

綿谷伸一会員 山中会長はじめ役員の皆様一年 

       間宜しくお願い致します。 

塩見 守会員 一年間よろしくお願いします。 

       畑中さん、お帰りなさい。 

藤永 誉会員 山中会長はじめ会員の皆様、若輩 

       ＳＡＡですが、よろしくお願いし 

       ます。 

       畑中さん、おかえりなさい。 

平野祥之会員 山中新会長、新役員の皆さま、本 

       年度も懲りずに平伏して何卒よ 

       ろしくお願い申し上げます。 

       畑中会員、おかえりなさい～～♪ 

畑中一辰会員 久しぶりに帰って来ました。新人 

       として扱って下さい。今後ともよ 

       ろしくお願い致します。 

             合計７０，０００円 

           

 

 

（１）配布物 

 ・週報 ・週報ファイル ・会員証 

 ・2020-21年度 理事役員・委員会委員一覧表 

 ・2020-21年度 卓話予定表 

 ・2020-21年度 予算書 

 

 

第１回定例理事会（新旧引継ぎ） 

2020-21年度理事会構成メンバー 

 山中、中川、塩見、藤永、池田、澤井、城岡、 

 池永、宇瀨、木畑、中田、綿谷 

（会計監事：坂田） 

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７月３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．本年度 RI会長のテーマ並びにクラブ会長の 

 方針について －確認  

２．６月度 ９ＲＣ連絡会ついて － 報告  

３．社会奉仕事業の件  

 例年通り、交通安全・仁徳天皇陵清掃・清心寮・ 

 囲碁・ダメゼッタイ・ガールスカウト － 承認 

４．７月１日 現在の会員数 －確認  

  会員数２９名 

  準会員 １名（畑中準会員⇒7月に正会員）  

  名誉会員３名（田中名誉会員・山田名誉会員・ 

         新井名誉会員）  

５．理事会・委員会 構成確認の件 －確認 

６. 2020-2021年度予算案承認の件 － 承認 

７．2019-2020年度決算報告承認の件 － 承認  

(7月 10日(金)11：30～事務局にて会計監査あり) 

８．取引銀行の件 － 承認 

 大阪信用金庫堺東支店 

 （一般・一般カード・ニコニコカード・基金・ 

  記念行事・囲碁フェスタ） 

 大阪信用金庫宿院支店・大阪信用金庫堺東支店  

 （予備用口座） 

 りそな銀行堺東支店（堺北基金定期） 

 みずほ銀行堺支店（記念行事・定期） 

９．例会日確認の件  －承認      

 例会日は原則毎週金曜日とする 

 休会日は休日・祝日・他に定款第 7条第 1節に  

 よる休会は、7日（本年度は、祝日を含む週の休  

 会 4日〈7/24・8/14・1/1・4/30〉、それ以外 3日

〈9/18・12/25・6/25〉）とする                  

１０．出席適用免除の件  

 定款第 10条第 5節（ａ）三上会員・濵口会員・ 

  北側会員・奥野会員・城岡会員 

ＳＡＡ報告 

幹事報告 

そ の 他 
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１１．その他確認事項  

（１）誕生日お祝い品 －承認   

 会員はなし 夫人 お花  

（２）結婚記念日お祝い －承認   

 南海グリル 商品券  

  上記（1）（2）のお祝い品受取りに該当しない 

  会員にも受け取ってもらえる様にする  

（３）皆出席記念品 スポーツマン －承認 

（４）同好会  

  ゴルフ同好会（北輪会）・あるこう会・ 

  グルメの会・写真同好会・囲碁同好会・ 

  伝統文化愛好会  －承認 

（５）新入会員は親睦活動委員会に所属すること  

  別委員会にも所属可能 －承認  

１２．その他 

（１）手帳・アッセンブリー資料の印刷費につい 

  て －承認 

  手帳  印刷会社 初田印刷㈱  

      60部 88,200円（税抜）   

  アッセンブリー 事務局作成の為、 

       コピー代と用紙・製本代 

（２）親睦活動委員会例会変更の件 －承認 

  ７月 31日（金）→7月 25日（土） 

  ビアパーテイー（大阪マリオットホテル19階 

  クーカ）に変更    

（３）パスト会長 バッチの件 －承認   

（４）社会奉仕 協賛の件 －承認 

  堺アセアンウィーク・さつき祭り(開口神   

 社)・堺かるた 協賛金10,000円 

 （堺まつり･堺市民ｵﾘﾝﾋﾟｯｸは今年度中止） 

 堺ユースサッカーフェスティバル 

    協賛金 120,000円 

 堺市展 協賛金 7,000円 

（５）メイクアップの件  －承認   

 社会奉仕・国際奉仕・職業奉仕 及び各委員会 

 で例会時以外の委員会会合に出席した場合も 

 メイクアップ扱いとする。（委員会報告書提出 

 必要） 

（６）40周年記念式典について   

 7月 17日例会にてテーブル会議で協議する  

（７）第 10回囲碁フェスタ開催について   

 7月 17日例会にてテーブル会議で協議する  

（８）次期指名委員会設置について  －承認 

 山中会長・中川会長エレクト・塩見副会長 兼  

 幹事・藤永 SAA・池田会計・澤井理事・城岡理 

 事・池永理事・宇瀨理事の９名を推薦する 

（９）上半期会費の請求  －承認 

（10）第 90回 互輪会ホスト（2019-20年度中止 

 のため今年度に開催）準備委員会立ち上げにつ 

 いて  中田会員一任  －承認 

（11）ガバナー補佐 中野一郎様 訪問日 －承認 

 7月 10日（金）第 1回クラブアッセンブリー  

            

堺９ＲＣ連絡会 

６月度堺９RC新旧合同連絡会議事録 

日時：2020年6月13（土）17：00～ 

場所：南海グリル 東店3階「宴」 

議案： 

＜議 案＞ 

① RI脱会に伴う解散について(堺東南RC） 

② 堺９RC連絡会申し合わせ事項及び共同事業の再 

 確認について（堺東RC）／承認 

 ・堺おおいずみRCの年会費は25万円から18万円 

 に減額する。（報告／堺おおいずみRC） 

③ 互輪会ゴルフ（共有事業）参加者のメークアッ 

 プ扱いについて(堺北RC)  

・ 互輪会参加会員は、ホストクラブが例会変更し 

 ていなくても、定款 第10条 第1節（ｄ）に基 

 づき、メーキャップ扱いとする。（但し、各ク 

 ラブの判断による）／承認 

④ 第90回互輪会を2020年～2021年度に開催する件 

(堺北RC) 

・例年通り3月開催とする。／承認 

＜お知らせ＞ 

① 2020～21年度新春合同例会・互礼会について

（堺おおいずみRC） 

・日程／2021年1月14日（木） 

・場所／ホテル･アゴーラ･リージェンシー大阪堺 

② リモート例会の実施について(堺おおいずみRC) 

・コロナ禍対応として実施し、欠席回避・退会防 

 止・会食代節約等のメリットあり、今後より充実 

 して実施する。 

③ 次年度予定していた創立70周年記念式典は、コ 

 ロナ禍のため中止となりましたのでご報告いたし 

 ます。（堺RC） 

 

新年度を祝って乾杯！ 


