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前回の例会 

 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年 7月 17日第 1882号 

 

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」 

今週の歌 「日も風も星も」「堺北ＲＣの歌」 

     「若者たち」 

お客様の紹介・出席報告・会長の時間 

臨時会員総会 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

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 25日(土)第 1884回 
      「ビア・パーティー」 
開 会：１７時００分（受付：16：30～） 
場 所：大阪マリオット都ホテル 19階 (天王寺) 
   『ライブキッチン COOKA（クーカ）』 
＊7月31日(金)の例会を上記例会に変更します。 
＊7月24日(金)は祝日休会です。 

＜7月10日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           30名 
出席会員           18名 
欠席会員             12名 

    ゲスト             2名 
    ビジター            0名 

本日の例会 

 

時間 

 

     今週の歌「若者たち」 

  君の行く道は 果てしなく遠い 

  だのになぜ  歯をくいしばり 

  君は行くのか そんなにしてまで 
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「入会の挨拶」 

  畑中 一
かず

辰
し

 会員 

 

 山中会長をはじめ堺北ロー

タリークラブのメンバーの皆

様、再入会にも関わらず温かく

お迎え頂き誠に有難う御座い

ます。 

4 年程度ロータリー活動から離

れておりましたので右も左も

忘れてしまいました。御迷惑をお掛けすると思い

ますが宜しく御願い致します。 

 少しだけ現在の近況をお話させて頂きます。 

現在の会社に 25歳から勤め 50歳で社長になり 3

年社長を務め、53歳で社長を首になり、約 5年間、

一人娘とレンタルルームや加工機のレンタルの

経営をして遊んでいました。 

5 年目でようやく利益が出るぐらい迄来たところ

で、昨年創業者である親父が亡くなりました。 

どうするか？現会社の株を売って悠々自適に暮

らすかと嫁と相談している時に、城岡大先輩の

「絶対戻れ、他人に取られるな」と力強い助言が

あり、社長として戻ることを決めました。そんな

訳で、59歳で現在の会社の社長に再就任しました。 

再就任に関しては色々なドラマ（本が 1冊書ける

ぐらいの）が有りましたが、長くなりますので、

お酒を飲める席でお話したいと思っております

ので割愛させて頂きます。 

 そんなこんなで令和元年 10 月 1 日に会社に戻

りましたが、前役員の裏切りや、銀行の策略、子

会社の裏切り等々色々あり、気の抜けないまま 9

か月が過ぎました。 

3 か月前にようやく、子会社の銀行への担保保証

が無くなり、一安心となりましたので堺北ロータ

リークラブに再入会させて頂く事にしました。 

しかし、まだまだ問題は多く残っておりますので、

メンバーである、中川さんにはこれから頑張って

いただく必要がありますので宜しく御願いしま

す。 

これから堺北ロータリークラブの一員として参

加させて頂きますので宜しく御願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       国際ロータリー第 2640地区  

        第 8分区担当 

        ガバナー補佐 中野 一郎 様 

 

 今年度、第 8分区担当のガバ

ナー補佐を拝命いたしました

堺清陵ロータリークラブの 

中野一郎です。1 年間宜しくお

願い申し上げます。 

 直前ガバナー補佐の山中会

長様に於かれては新型コロナ

ウィルス蔓延の影響にて 3～6 月の任期後半にお

いて十分な活動が出来ずに消化不良だったと察

しますのでその分先輩ガバナー補佐として私の

ご指導を賜れば幸甚です。 

第8分区で常にリーダーシップをもって活動され

ている貴クラブに改めて敬意を表したく存じま

す。 

 クラブ協議会の講評ですが、まずは今年度クラ

ブ奉仕（増強と退会防止、親睦）に力を入れてい

ただきたく思います。2020年 3月度の 2640地区

会員数は 1840 人でしたがコロナの影響がかなり

あったのかも知れませんが 2020～2021年度は 

1704人からのスタートです。平均するとクラブ当

たり約 2名の会員減です。 

非常事態宣言が解除されたとはいえ、第 2波、第

3 波と予断を許されない状況において更なる会員

減を防ぐためにはまずはクラブ内の親睦だと思

います。 

 次に是非ご参考にさせていただきたいのは、広

報とホームページ委員会の連携です。 

ホームページの作成においては池田委員長をは

じめとして委員各位が綿密な計画を詳細に立て

られており他クラブの模範となるホームページ

となっております。 

 新世代奉仕については地区組織上では青少年

奉仕となっておりますので委員会名の整合性を

入 会 式  

クラブ協議会  

山中会長よりーバッチ贈呈 
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考慮頂ければ、と思います。 

 国際奉仕については、既に 3350地区ノンケー

ムロータリークラブとの水プロジェクト（地区

補助金活用）とグローバル補助金活用の大型プ

ロジェクトを計画中とのことで事業の成功を祈

念申し上げます。 

 ロータリー財団については、寄付額が地区内

トップクラスの実績であり又補助金の活用方法

においても十分に理解されています。 

 米山奨学会への多大なるご寄付にも改めて御

礼申し上げます。 

 時間の都合上すべての委員会に対して講評を

申し上げることが出来なかったことをお詫び申

し上げます。 

9月 4日のガバナー公式訪問の際には何卒宜しく

お願い申し上げます。 

 

       

 

 

             会長 山中 喜八郎 

 

 本日は、ＲＩ第 2640地区 ガバナ

ー補佐の中野一郎様をお招きして

のクラブアッセンブリーです。 

中野様、ようこそお越しくださいま

した。本日はご指導のほどよろしく

お願いいたします。 

 また本日は、畑中会員が再入会していただき、 

この新型コロナウイルス禍にもかかわらず、仲間

が増えることは、本当に喜ばしく、有難いことで

す。畑中会員、今日からまたよろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

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・中田・中川・ 

     奥野・田口・濵口・藤永・永富・平野 

〇活動方針 

（1）退会防止に努める。 

（2）過去 2回実施した「拡大例会」  

 （2019-20 年度は中止となったが） 

 会員増強アンケート等により増強 

 の意識は会員全員が共有しているので拡大例会 

 を継続する。  

 (3) 会員増強に「奇策、秘策」は無く、あるのは熱 

 意のみと聞く。熱意を持って取り組む。 

〇活動計画 

（1）前年度新型コロナウイルス感染により中止と 

 なった「拡大例会」を実施する。（2021年4月16 

 日金曜日 夜間例会にて開催） 

（2）会員増強アンケートに記入いただいた候補者 

 の元へ紹介者と共に出向き入会を勧める。 

（3）入会候補者を通常例会に招待し、例会風景に実 

 際に接してもらう。 

 

親睦活動委員会 

委 員 長 澤井久和 

副委員長 笹山悦夫 

委  員 宇瀨・奥野・國井・城岡・坂田・辰・ 

     中川・中田・米澤・綿谷・池永・ 

     永富・白木・畑中 

〇活動方針 

 親睦活動を通じて会員相互の親睦 

 と友情を深め、会員・会員家族・フ 

 ァミリー会員・準会員に多数参加 

 して頂き楽しく思いやりのある優 

 しいクラブ造りに努力致します。 

〇活動計画 

（1）ビア・パーティー ７月２５日(土)  

  マリオット都ホテル大阪 19階 

（2）忘年家族会 １２月１９日(土)  

  シェラトン都ホテル大阪(上本町) 

（3）春の日帰り親睦家族旅行 計画中 

（4）最終例会 ６月１９日(土) 

  南海グリル東館３階 

 以上の四大行事の円滑なる実施を目指します。 

 

広報委員会 

委 員 長 坂田兼則 

副委員長 池田茂雄 

委    員 國井・田口・笹山・永富 

〇活動方針 

 クラブ活動状況など週報を通じて、 

 クラブ会員へ情報伝達し、必要に 

 応じて対外広報当等を実施します。 

〇活動計画 

(1) 例会時及び各種行事における写 

 真の記録保持 

(2) クラブ週報掲載記事の収集に努め､週報の充実 

 

 

会長の時間  

第 1回クラブアッセンブリー 
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ホームページ委員会  

委 員 長  池田茂雄 

副委員長  笹山悦夫 

委    員  米澤・藤永 

〇活動方針 

 (1) 堺北ロータリークラブの更なる 

 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す。 

 (2) ホームページ上に掲載した各種 

 の活動状況は、このホームページ上に記録として 

 備蓄されます。従って、このホームページは当ク 

 ラブの活動状況を保存した保管庫としての役割 

 が大きいのです。このため、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す。 

〇活動計画 

 (1) 当クラブ会員の皆さまへは、「会員専用ページ」 

 を通じて例会出席やニコニコ箱などへの個人別 

 各種情報を発信し会員各自の啓蒙に努めてまい 

 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 

 の情報を発信してまいります。 

 (2) 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す。 

 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 

 (3) 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 

 度の初めに更新し、8月末くらい迄には完了する 

 よう事務局に頑張ってもらっています。 

 (4)「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 

 す。 

 (5) 現在、毎日30～40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 

 お願いいたします。 

 (6)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いたします。 

  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 綿谷伸一 

副委員長 白木敦司 

委    員 池永・那須・中田 

〇活動方針 

 例会への出席は勿論、ロータリー 

 の各種会合、地区大会、国際大会 

 等に会員が出席するように奨める。 

 又出席不良の原因を確かめ、その 

 除去に努力する。 

〇活動計画 

（1）ホームクラブの例会出席を勧める。 

（2）欠席会員には連絡をしてメークアップをお願 

 いする。 

（3）欠席の多い会員には原因を確認して出来るだ 

 け出席する様協力をお願いする 

 

職業奉仕委員会 

委 員 長 城岡陽志 

副委員長 永富久紀  

委    員 那須・奥野・三上・泉谷 

〇活動方針 

 公共施設の見学会等、身近な分野 

 で貢献して頂いている分野の勉強 

〇活動計画 

 上下水道、焼却場等、行政と相談し 

 て計画します。 
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社会奉仕委員会 

委 員 長 池永隆昭 

副委員長 中田 学 

委  員 藤永・那須・坂田・白木 

〇活動方針 

 シンプルに活動する。 

〇活動計画 

（1）春・秋の仁徳天皇陵清掃 

（2）春・秋の交通安全 

（3）清心寮の子供たちとの交流 

（夏合宿・バーベキュー・春場所稽古） 

（4）ガールスカウトさんとの交流（新年会） 

（5）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 平野祥之 

副委員長 藤永 誉 

委  員 澤井・白木 

〇活動方針 

 新世代の若者達に立派な人間にな 

 っていただくよう、色々なセミナ 

 ーを通じて、共に行動していき、道 

 徳・常識をもっていただくよう、又 

 将来のロータリアンになっていた 

 だくために、活動をしていきます。 

〇活動計画 

(1) インターアクト、ローターアクト、米山奨学 

 生等の活動に参加。 

(2) 地区ライラセミナー（2021年3月5日金曜から 

 7日日曜 於：高野山）へ参加及び協力をしてい 

 きます。 

 

国際奉仕委員会 

委 員 長 宇瀨治夫 

副委員長 綿谷伸一 

委  員 嶽盛・平野・澤井・泉谷・池永 

〇活動方針 

(1) 国際奉仕部門（国際奉仕・ﾛｰﾀﾘｰ 

 財団・米山奨）各委員会共同によリ 

 まして年間３回～４回の委員会を 

 開き意見交換の実施をいたします。 

(2）コロナウイルスの蔓延により非 

 常事態ですが、情勢を良く見極めまして、2020- 

 2021年度の奉仕活動として、従来のタイへの引き 

 続きの支援活動の継続と奉仕参加確保を実施致 

 します。 

〇活動計画 

(1) ３３５０地区共同（ﾉﾝｹｰﾑＲＣ）によりＤＤＦ、  

 地区補助金引き続き引き続き申請手続き完了 

(2) 地域のニーズ等（水保全・識字率向上・健全な 

 体力向上等）良く見極め、奉仕活動の計画案を実 

 施致します。 

(3) 計画案・実施案・現状報告等、会員の皆様に分 

 かりやすく広報致します。 

 

ロータリー財団委員会 

委 員 長 國井 豊 

副委員長 田口 隆 

委  員 堀畑・濵口・嶽盛 

〇活動方針 

 ロータリー財団への寄付はロータ  

 リアンの奉仕活動に使用されてい 

 る事を理解し今年度も会員の皆様 

 のあたたかいご理解とご協力をお 

 願いします。 

〇活動計画 

（1）地区からの要望で 

 財団年次基金寄付 １人当たり 180$ 

 ポリオプラス寄付 １人当たり 30$ 

 したがって年次基金寄付は例年通り 

 上半期 １人当たり 11,000円 

  下半期 １人当たり 11,000円 

 ポリオプラス寄付に関しましては  

      １人当たり 3,300円 

 を会費納入時に集金させていただきます。 

（2）各個人の会員様からも会費納入時とは別にご 

 寄付をいただいている方々がいらっしゃいます。 

 新型コロナウイルスへの対策にもロータリー財  

 団を活用したプロジェクトが世界中で立ち上が 

 っていますので、会員の皆様のご理解、ご協力を 

 宜しくお願いします。 

 

米山奨学委員会 

委 員 長 米澤邦明  

副委員長 嶽盛和三 

委  員 池田・北側・濵口 

〇活動方針 

 地区米山奨学委員会に従う 

〇活動計画 

 今年度は、我が堺北クラブに奨学生  

 陳 敏彪（ﾁｬﾝ ﾏﾝ ﾋﾟｳ）さんを迎える 

 ことが出来ました。 クラブの例会はもちろん、 

 いろいろなイベントに参加するよう推し進めま 

 す。 
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会 計 

委員長 池田茂雄 

〇活動方針 ・活動計画 

(1）当クラブは、それぞれ独立した部 

 門別会計処理を行っており、「一般 

 会計の部」・「ニコニコ会計の部」・「堺 

 北基金特別会計の部」・「記念行事特 

 別会計の部」・「囲碁フェスタ特別会 

 計の部」の５部門がありますが、各部門ごとの会 

 計処理並びに預金管理を事務局とともに行って 

  まいります。 

（2）前項のうち、年会費収入を財源とした「一般会 

 計の部」とニコニコ箱収入を財源とした「ニコニ 

 コ会計の部」については、頻繁に動きがあるため 

 毎月の会計報告を当クラブホームぺージの「会員 

 専用ページ」にアップし、各委員会ごとの予算執 

 行状況などを確認していただけるようにいたし 

 ます。このように当クラブの会計は、会員の皆さ  

 んに対し常にオープンにしております。 

（3）当クラブの預金並びに什器備品類についての 

 保存管理は会計にありと定められており、事務局 

 とともにその保存管理に努めてまいります。 

 

Ｓ Ａ Ａ 

委 員 長 藤永 誉 

副委員長 笹山悦夫 

〇活動方針 

 例会のスムーズな進行を心がけ、会 

 長幹事の補助となれるような SAAを 

 目指します。 

〇活動計画 

 （1）台本の見直しと修正 

 （2）事前準備のシステム化 

 （3）大きな時計を例会場に 

 

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 

〇活動方針 

 子ども囲碁フェスタ・堺は今年度 

 で第10回目を迎えます。堺の子ど 

 も達を中心として、健全育成と日 

 本の伝統文化の普及を目的として 

 活動しています。又、 囲碁の楽しさを子ども達と 

 御父兄の方々に理解していただいて、家族の共通 

 の話題になる事を願っています。 

〇活動計画 

 「第１０回子ども囲碁フェスタ・堺」を令和 2年11 

 月15日（日）に開催予定でしたが、新型コロナウ 

 イルスの影響で、本年度は開催することができな 

 くなりました。記念すべき「第 10回大会」を行え 

 ないのは凄く残念です。又、参加を楽しみにして 

 いる子供たちの事を思うと、申し訳ない気持ちに 

 なります。この悔しさを糧に、次年度開催に向け 

 て、しっかり準備して参ります。 

 

写真同好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 米澤  

〇活動方針 

 写真に加え、堺北ロータリークラブ 

 における動画元年とします。 

 例会を含む様々な活動を記録してい 

 きます。 

〇活動計画 

（1）例会の動画記録 

（2）会長の時間、卓話を変更、編集後、配信 

（3）「堺北チャンネル」始動 

 （目標フォロワー数1000人） 

（4）「10年後に見ても楽しい映像づくり」を目標に 

 して、本年度のまとめ映像を発表 

 

ゴルフ同好会 

代表世話人 塩見 守 

世 話 人 藤永・中田 

〇活動方針 

 ゴルフを通じて会員・会員家族・ゲ 

 ストの皆様との親睦を深めると共 

 に、他クラブからの参加によるク 

 ラブ間の交流を行います。又、新入 

 会員候補者をお誘いして、親交と 

 ロータリー活動について理解を深めていただき 

 ます。 

〇活動計画 

（1）北輪会を3回開催予定 

 第98回北輪会 

 令和2年9月12日（土）開催予定 

（2）地区大会記念ゴルフ大会に参加 

 令和3年3月13日（土） 

 泉ヶ丘ＣＣにて開催予定 

（3）互輪会のホストクラブを務めます 

（4）ゴルフに関する案内 
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歩こう会 

代表世話人 中川 澄 

世 話 人 綿谷・藤永・笹山 

〇活動方針  

 新型コロナウイルスの流行状況を 

 みながら適宜企画を立てる。 

〇活動計画 

 自主企画を実施したいが、新型コロ 

 ナウイルスの終息が確認されてからになると思 

 われる。 

 

グルメの会 

代表世話人 木畑 清 

世 話 人 綿谷 

〇活動方針  

 行事予定の少ない時に行います。 

〇活動計画 

 おいしい物を年に一度食べにいきま 

 す。 

 

囲碁同好会 

代表世話人 池田茂雄 

世 話 人 宇瀨 

○ 活動方針 

 (1) 囲碁のルールは非常に単純で 

 すが、そこから派生する「石の形」 

 には、それはそれは奥の深いものが 

 あり、そこが大きな魅力なのです。

「子ども囲碁フェスタ」が当クラブ好例の大きな行  

 事の一つとして定着してきた中で、会員の皆さま 

 が、囲碁の魅力をもっともっと感じとっていただ 

 けるような活動が出来ればと思っております。 

〇活動計画 

(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 

〇活動方針 

 コロナに負けるな！ 

 伝統文化を生業にされている方々へ 

 の感謝の思いを込めて沢山の参加を 

 つのります。 

〇活動計画 

 ・おたび寄席への参加促進 

 ・芸能情報の収集および発信 

 

 

 

  

山中喜八郎会員 中野ガバナー補佐にお会い出来 

       て嬉しいです。 

城岡陽志会員 九州地方の豪雨被害への寄付を 

       お願いします。 

中田 学会員 中野ガバナー補佐本日は宜しく 

       お願い致します。 

       畑中さんお帰りなさい。 

永富久紀会員 中野ガバナー補佐をお迎えして。 

       本日はありがとうございます。 

嶽盛和三会員 畑中さん、再入会ありがとうござ 

       います。 

       中野ガバナー補佐さんご来会あ 

       りがとうございます。宜しくご指 

       導の程を。 

綿谷伸一会員 中野ガバナー補佐、一年間よろし 

       くお願いします。 

中川 澄会員 中野ガバナー補佐、ようこそいら 

       っしゃいました。 

塩見 守会員 中野ガバナー補佐、ようこそ堺北 

       ＲＣへお越し下さいました。 

       本日はよろしくお願いします。 

藤永 誉会員 ・中野ガバナー補佐、ようこそ。 

       ・畑中会員、再入会おめでとうご 

        ざいます。 

       ・九州・義父の被災された方々に 

        御見舞い申し上げます。 

       ・たくさん書いて申し訳ございま 

        せん。 

笹山悦夫会員 中野ガバナー補佐、ようこそいら 

       っしゃいました。 

ＳＡＡ報告 
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             合計２９，０００円 

 

◆米山奨学特別寄付・・・嶽盛和三会員 

◆ロータリー財団年次寄付・・・嶽盛和三会員 

           

 

 

 

（１）本日配布物  ・週報 

 

（２）祝日休会と例会変更のご案内 

  ・７月２４日（金）は祝日休会です。 

  ・７月２５日（土）は「ビア・パーティー」 

  開会：１７時００分（受付：16：30～） 

  場所：大阪マリオット都ホテル19階(天王寺) 

   『ライブキッチン COOKA（クーカ）』 

  ＊7月 31日(金)の例会は「ビア・パーティー」 

   へ変更します。 

  

（２）Ｒ２年７月豪雨災害義援金について 

 先般、梅雨前線の影響で九州から中部地方にか 

 けて集中豪雨が降り続き、河川の氾濫や土砂崩 

 れなどが相次ぎ発生、各地で甚大な被害をもた 

 らしました。 

 府立堺工科高校の保田先生が７月１４日から  

 被災地へボランティアで向かわれるとのこと、 

 直接現地に届けていただこうと、７月１０日の 

 例会で募金箱を回しましたところ６３，０００ 

 円集まりました。ご協力ありがとうございまし 

 た。 

 皆さんの浄財と基金より２００，０００円とあ 

 わせ、保田先生にお預けし、被災地に届けてい 

 ただけるようお願いいたしました。 

 

（３）ダメゼッタイ募金を堺市環境薬務課へ寄付 

 2019-2020年度 6月に堺市の薬物乱用防止啓発 

 事業に役立てていただこうと、ダメゼッタイ募 

 金より３００，０００円、堺市環境薬務課へ寄 

 付いたしました。 

 7月 13日（月）11：00～堺市健康福祉局 局長 

 室において局長 隅野様より感謝状贈呈式を執 

 り行っていただきましたのでご報告いたしま 

 す。尚、この表彰式には木畑直前会長、山中会 

 長ご都合悪く、中田直前幹事と私 塩見が出席  

 いたしました。 

 

【感謝状贈呈式にて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

左：堺市健康福祉局 局長 隅野様 

例 会 風 景 

米山奨学生 陳
チャン

 敏
マン

彪
ピウ

 様 米山奨学金支給 

米山功労者 表彰  
  米澤邦明会員（第5回マルチプル） 


