
- 1 - 

 

前回の例会 

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）』 

 

 

 

 

 

 

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年 8月 7日第 1883号・第 1884号 

 

2020年 8月 7日(金)第 1885回 

卓 話 「会員増強フォーラム」 

卓話者  嶽盛 和三 会員増強委員長 

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 

中川 澄会員(10日)  中田 学会員(30日) 

奥野美津子様(3日)  辰 由華様 (5日) 

國井 藤子様(7日)   永富 絹代様(17日) 

畑中 暁子様(21日) 

 

 

 

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：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 8月 21日(金)第 1886回 

卓 話  「 この頃思うこと 」 

卓話者   木畑 清 会員      

＊8月14日(金)は定款第 7条第1節により休会 

＜7月17日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           30名 
出席会員           19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 

 

＜7月25日(土)の出席報告＞ 
会 員 数           30名 
出席会員           16名 
欠席会員             14名 
ファミリー会員       1名 
ご家族          16名 

     現・元米山奨学生        2名 
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会長 山中 喜八郎 

  

 今日 7月 17日は娘の命日でした

ので、朝一番よりお参りに行ってき

ました。小雨の降る中でしたが、そ

のお陰で涼しさも感じられました。 

 話は変わりますが、皆さん、毎日

笑っていますか？最近、思いっきり

笑った記憶がありますか？ 

子どもの頃は、お腹をかかえて大声でよく笑った

ものです。 

中国のことわざには「一笑一若一怒一老」 

一つ笑えば一つ若返り、一つ怒れば一つ歳を取る。 

日本でも「笑う門には福来る」「笑いは百薬の長」

などということわざもあって、昔から生きていく

うえでいかに笑いが大切かということが言われ

ています。 

アメリカのジャーナリスト ノーマン・カズンズ

氏の話をご存知でしょうか。自身が難病の膠原病

にかかり、寝ていても痛いという地獄のような状

況であったにもかかわらず、毎日「笑い」を取り

入れ、同時に体への対処として「ビタミン C」を

積極的に摂取することで、難病を克服したという

ことです。まさに笑いは最良の薬ということです。 

 ぜひ皆さんも日常に「笑い」を取り入れていた

だくようお願いいたします。 

そうすれば素晴らしい人生が、より素晴らしくな

ると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

「会員総会議事録」 

議長：会長 山中喜八郎 

日時：令和 2年 7月 17日（金）於：例会場 

議案： 

1.2019-20年度 決算報告の件・・・承認 

（藤永 誉 会計より説明あり） 

会員数 30名、出席会員 19 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。賛成多数で承認を得た。 

 

 

 

         会長代理 副会長 塩見 守 

 

 本年度、最初の行事のビアパー

ティーにご参加下さいまして、誠

にありがとうございます。 

現在、新型コロナウイルスの影響

で大変な時期に、開催しても良い

ものかどうか、悩みましたが、澤井親睦委員長

をはじめ、中川会員のご尽力と、大阪マリオッ

ト都ホテル様のご配慮により、開催する事がで

きました。本当にありがとうございます。本年

度は、例年通りの行事を行えるか、分かりませ

んが、状況を踏まえて判断して参りますので、

皆様のご理解とご協力をお願い致します。本日

は、限られた時間の中ではございますが、間隔

を保ちながら、親睦を深めていただきたいと思

います。ご参加下さいました会員、家族、ファ

ミリー会員、ゲストの皆様に感謝申し上げま

す。 

 

      

 

進行:幹事 塩見 守 

      

    「創立 40周年記念式典について」 

【記念式典（案）】 

 10月 3日（土）南海グリル東店 3Ｆ「宴」 

 会員、家族、ファミリー会員のみで食事会 

 記念写真撮影会 

【記念誌（案）】 

 発行します（1冊約 120ページ） 

 100部 279,027円 

 200部 297,013円 

【記念事業（進行中）】 

 ・山口邸へベンチを寄贈 

 ・国際奉仕委員会と共同、タイ王国 ノンケ 

 ームＲＣと財団グローバル補助金を活用した 

 国際奉仕活動 

【記念旅行】 

テーブル会議（7月 17日） 

 会長の時間（7月17日） 

 会長の時間（7月25日） 
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 ・新型コロナウイルスの今後の状況により、 

 思案中。 

 

「第 10回子ども囲碁フェスタ・堺」 

 ・Ｒ2年（2020年）中の開催は中止 

 ・Ｒ3年（2021年）秋開催検討中 

              

 

 

 

   「＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」 

           社会奉仕委員長 池永 隆昭 

 

 今年度最初の 7 月度「ダメ ゼッ

タイ」募金を行いました。 

募金金額は、１２，０００円でした。 

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

 

 親睦活動委員長 澤井 久和 

 

 令和 2年 7月 25日(土)午後 5時

より今年度最初の親睦家族会であ

ります「ビア・パーティー」を、大

阪マリオット都ホテル ライブキッ

チン COOKAで開催致しました。当日

は私、仕事の都合で遅刻しまして、申し訳ありま

せんでした。貧乏暇なしで、お許しください。 

 当日は、ご多忙の中、又足元の悪い中、更には

コロナの第 2波が来ているかもしれない中、会員

家族、又、元･現米山奨学生、総勢３６名の参加を

頂きました。 

会場のお世話いただきました中川会員に感謝い

たします。又、会場の大阪マリオット都ホテル様

には、この問題のある中で、会場を貸し切りにし

ていただき、色々ご配慮いただきまして、ありが

とうございました。ゆったりディスタンスを取り、 

素晴らしい景色の中、美味しい料理を堪能させて

いただきました。 

 親睦家族会の終わりには、恒例の「手に手つな

いで」ですが、昨今のコロナ禍では「エア 手に手」

で、終了となりました。 

ご参加いただきました会員家族、米山奨学生の皆

様ありがとうございました。 

 

 

  

 

山中喜八郎会員 皆様、雨の中ご苦労様でござい 

       ます。 

城岡陽志会員 北側会員、退会防止に協力ご苦労 

       様でした。 

北側一雄会員 感染症の拡大を防止するととも 

       に、社会経済活動の持続ができま 

       すように！！ 

奥野圭作会員 コロナウイルス、お互いに注意し 

       ましょう。 

塩見 守会員 本日、テーブル会議、よろしくお 

       願いいたします。 

藤永 誉会員 池永さん、マスクお安く分けてい 

       ただいてありがとうございます。 

       これで毎日交換できます。 

畑中一辰会員 池永さん、元気そうで良かったで 

       す。ゴルフ行きましょう。 

             合計１８，０００円 

◆米山奨学特別寄付・・・濵口正義会員 

 

 

 

松岡史子様  コロナ禍で外出出来にくい中、今 

       日は楽しい一時を過ごさせて頂 

       きます。 

池田茂雄会員 出席出来なくてごめんなさい。 

城岡陽志会員 百貨店の中で迷いました。私には 

       堺東商店街が丁度良いです。 

北側一雄会員 ＂細心に“＂注意深く”でも社会 

       経済活動に元気で頑張りましょ 

       う！！ 

中田 学会員 今年度最初の行事ビアパーティ 

       ーを祝して。 

嶽盛和三会員 ビアパーティー参加させていた 

       だきました。盛会になりました。 

中川 澄会員 皆様、今日はご参加頂きありがと 

       うございます。 

藤永 誉会員 西田さん、寺谷さん本日はお越し 

       いただきありがとうございます。  

畑中一辰会員 こんな良い所でビアパーティー 

       参加出来てうれしいわー 

   合計３５，０００円 

ＳＡＡ報告（7月 17日） 

委員会報告（7月 17日） 

委員会報告（7月 25日） 

ＳＡＡ報告（7月 25日） 
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（１）本日配布物  

  ・週報 ・ロータリーノ友 7月号 

  ・2019-2020年度決算報告書 

（２）例会休会のご案内 

  ８月１４日（金）は定款第 7条第 1節により 

  休会です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 「笑い」は大切！おもしろ川柳ご紹介 

・皮下脂肪 資源にできれば ノーベル賞 

・湧きました 妻よりやさしい 風呂の声 

・いやし系 うちにいるのは いあつ系 

・胃カメラじゃ 決して見えない 腹黒さ 

ビア・パーティー 2020年 7月 25日（土） 於：大阪マリオット都ホテル 


