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前回の例会 

2020年 9月 4日(金)第 1888回 

『 ガバナー公式訪問 』 

卓話者 RI第 2640地区ガバナー 

       藤井 秀香 様（岸和田東ＲＣ）     

今週の歌  「君が代」「奉仕の理想」  

      「バースデーソング」 

お客様の紹介 

 RI第 2640地区ガバナー 藤井 秀香 様 

  〃     ガバナー補佐 中野 一郎 様 

 2020年度米山奨学生  陳
チャン

 敏
マン

彪
ピウ

 様 

出席報告・会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い(９月) 

那須宗弘会員(2 日) 澤井久和会員(7 日) 

米澤邦明会員(11 日) 

北側 和代様(13 日) 米澤 洋子様(21 日) 

〇結婚記念祝い(９月) 

北側一雄会員(9 日) 

  

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2020年 9月 11日・第 1888号 

 

 2020年 9月 11日(金)第 1889回 

卓 話 「ロータリー雑誌フォーラム」 

卓話者  坂田 兼則 広報委員長 

今週の歌  「 R-O-T-A-R-Y 」 

      「 長崎の鐘 」 

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 

〇皆出席表彰 (９月) 

 坂田兼則会員（第１４回） 

  

 

 

 

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：坂田兼則 

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 9月 25日(金)第 1890回 

卓 話「つながりづくりから地域づくりへ」 

    ― 社会福祉士の役割とは ― 

卓話者 堺市社会福祉協議会北区事務所 

    地域活動推進係  

    係長 藤本 浩一 様 

紹介者 笹山 悦夫 会員  

    ＊9月18日（金）は休会です   

＜9月4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              3名 
    ビジター            0名 

本日の例会 

 

時間 
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「ガバナーアドレス」 

     国際ロータリー第 2640地区 

ガバナー 藤井 秀香 様（岸和田東ＲＣ） 

 

 1 月、アメリカのサンデ

ィエゴで 34 地区のガバナ

ーエレクトとガバナーにな

るべく研修を終え、ドイツ

から初めての RI 会⾧ホル

ガー・クナーク氏のテーマ

をお聞きし感動し帰国いた

しました。さあこれから 3 大セミナーの準備に取

り掛かろうとした矢先、新型コロナウィルスの感

染拡大が世界を駆け巡りました。 

 全ての参加者の健康と安全が最優先と考え、地

区クラブリーダーの皆様との［地区チーム研修］

は開催することができましたが、［PETS］［地区研

修協議会］は映像と冊子の配布による代替えとな

りました。 

 できれば、対面式で face to face でとり行い

たく、決定が遅れましたことを、お詫び申し上げ

ます。地区大会も来年の 3 月 27 日・28 日に延

期することに決定いたしました。 

 新しい日常 ニューノーマルが始まっています。

新型コロナウィルスに対する緊急事態宣言が解

除されましたが、過去最多の感染拡大が毎日のよ

うに報告されています。経済活動と感染防止の両

立の難しさです。 

同期のガバナーとオンライン会議を定期的に執

り行っています。大変な時にガバナーになったと

いう声が聞こえました。 

ピンチはチャンス！(谷深ければ山高し）です。 

人間、生きているといろいろな事があります。陰

と陽 痛みや悲しみを経験しなくてはいけない。 

人を傷つけたり、愛で包む事も出来るのです。こ

こにいらっしゃる皆様も、何らかの痛みを抱えて

生きていらっしゃると思います。お仕事の事 お

身体の事 家族の事。全て順風満帆だと言う方は

いらっしゃいますか？ 

 私は辛い事が起こると感謝するのです。これで

また強くなれると。「おかげさまで」悲しい事があ

ると感謝するのです。これで人の悲しみがよく解

ると、「ありがとう」辛い事も悲しい事も乗り越え

て生きる事が人生だと言い聞かせるのです。自分

自身に。そうするとふっと楽になるのです。こう

思えるように、ロータリーが私を育てて下さいま

した。 

 私共の岸和田東 RCの、友好クラブ 東日本の福

島の郡山アーバン RC に被災後クラブから、参り

ました。大切な家族や財産を失った人達のお話を

聞きました。御坊さんと神父様が弔いに現場を訪

れた折「神も仏も無い」とおっしゃったそうです。

ニュースの画面から、知ることのできないことを

知ることが出来ました。 

 私のクラブから姉妹クラブのフィリピンイン

トロムロス RC の共同事業で何回か子供達に逢い

に行きました。貧しくて辛くて。でも目はキラキ

ラ輝いて笑顔がとても愛らしいのです。クラブか

ら震災後訪れた石垣の崩れた熊本城も瞼に焼き

付いています。 

 ロータリークラブに入会していないと、体験で

きませんでした。私の苦しみや悲しみは、たいし

た事じゃ無いのです。どんなことにも乗り越えら

れる、強さを与えていただき、人に寄り添う事が

できるよう教えて下さった、ロータリークラブに

恩返しをしようと、ガバナーの大役をお引き受け

しました。青少年奉仕で学んだ事を若い世代に送

りたい。恩返しと恩送り。生命の尊さと、はかな

さを実感し、今ある自分の「おかげさま」に感謝

して、ロータリーを通じて世界で良いことをした

いと思っています。 

 2020年 10月に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時に、ガバナー

を拝命いたしました。日々重責の重さを感じてお

ります。 

 ＲＩの会⾧のテーマ ホルガー・クナーク（ドイ

ツ）『ロータリーは、機会の扉を開く』 

クナーク RI の会⾧は、現会員を維持しクラブに

ふさわしい新会員を募る。ロータリーは時代と共

に変わらなくてはならない。ローターアクターや

若い職業人、そして多くの女性の視野と経験でロ

ータリーに新しい風を取り入れなければならな

い。少なくとも年に一度、戦略立案会議を開き、

5 年後のクラブの姿を認識すべきである。ロータ

リーとは、単にクラブに入会するというだけでな

く、無限の機会を与えてくれる。奉仕の機会の扉

を、開いてくれる。私達のあらゆる活動がどこか

で、誰かの為に機会の扉を開いています。 

 私の思いのたけを込めた 2640 地区のスローガ

ン『ロータリーと共に寄り添い奉仕の扉を開こう』 

卓 話 
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今ある自分のおかげさまに感謝して救いを求め

る声に寄り添いロータリーの友と共に奉仕の機

会の扉を開こう幸せを感謝して、幸せのお裾分け

をしましょう。 

 新型コロナウィルス感染拡大により世界中の

ロータリアンが何らかの影響を受けています。世

界中の人達が見えないウイルス、敵と闘っていま

す。新型コロナウィルスの感染拡大に伴い緊急事

態宣言が発令され誰もが通常とは全く違う生活

を送る事を余儀なくされ、例会も数人の会合さえ

も許されない事態となっており 4月、5月と、例

会を休会されていたクラブも多かったです。日本

ではロックダウンという形は取らず「お願い」の

形で日本全国の緊急事態宣言が解除されるまで

になりました。7 月 31 日のデータですが、感染

者数やく 1716 万人 死亡者数約 67 万人、世界経

済の経済損失最大 8 兆 8000 億ドル、世界の

GDP9,7％押し下げ、失業者最大 2 億 4210 人とジ

ョンズ、ホプキンス大学が集計を出しています。 

日本経済は 17日、戦後最悪の落ち込みで 4～6 月

期の GDP は 27.8％縮小し、リーマンショックよ

り悪い結果が出ました。ただし、それ以降（ポス

トコロナ）の時代は今までと違う「新しい生活様

式」が待っている。今回の経緯で IT リテラシー

は確実に進化したが、それ以外にも日常生活が大

きく変わるだろうと言われています。 

 私の年度はポリオ根絶に力を入れたいと思い

ます。世界保健機構（WHO）は新型コロナウィルス

感染予防策として、2020 年 3 月 26 日付けのガ

イドラインで大規模なワクチン予防接種キャン

ペーンを停止する様に指示しました。それを受け

て 4 月だけで 4000万人以上の子供達が、ポリオ

ワクチンの定期予防接種の機会を失ったと知り

ました。後少しのところまで来ているのにコロナ

の更なる影響が懸念されます。子供達と約束した

のだから、守らなくてはなりません。 

 そんな中、嬉しい報告が 8 月 26 日早朝ホルガ

ー.クナーク国際ロータリー会⾧から届きました。

私は毎日4時に起きてメールをチェックいたしま

すが「WHO アフリカ地域の野生型ポリオウィルス

の根絶が認定された」との報告でした。ロータリ

ー会員は計り知れない役割を果たしてきました。

ここには、徒歩、ボート、自転車、車による数百

万人もの保健ワーカーの移動、紛争地帯や政情不

安地域の子供にワクチンを投与するための画期

的戦略など過去 20 年間の世界中のロータリアン

とパートナー団体と共に誇りに思いたい 

です。残る２つのポリオ常在国で打ち勝つまでは

活動を継続して行かなくてはいけません。 

 私がデグジネートの時から 10 月 24 日世界ポ

リオデーに、私共の地区には関西国際空港という

表玄関がありますので、ブースを設けて公共・イ

メージ向上も兼ねてポリオ根絶を訴えたいと考

えておりました。本年度は、コロナ感染拡大によ

り、場所を世界遺産の高野山に変更して、「ポリオ

根絶および新型コロナウィルス感染終息祈願」を

壇上伽藍にてとり行い、IAC 、RAC による啓蒙活

動（ポリオ紹介チラシ付きマスクの配布・ポリオ

根絶のための募金活動）を実施したい。それには、 

高野山 RC のご尽力をお願いしたいです。メディ

アにも情報発信したい。 

 インドにポリオワクチンを投与するプロジェ

クトも考えておりましたが、これは実施できそう

にもありません。 

私の年度の予算ですが、ロータリー財団年次基金

寄付総額は 210 ドルと変わりありませんが 

一人あたり 年次寄付金 200ドル ➡ 180ドル 

ポリオプラス寄付 10ドル ➡ 30ドル 

ポリオ根絶は国際ロータリーの最優先活動です。

ポリオの割合を増やさせて頂きました。 

 ポリオを根絶する 5つの理由 

 ①生活の向上 

 ②未来への投資 

 ③医療費の削減 

 ④子供の健康の向上 命を守 

 ⑤歴史をつくる 

2017年に採択された、ビジョン声明 

 私達は世界で、地域社会でそして自分自身の中 

 で、持続可能な良い変化を生むために、人々が 

 手を取りあって行動する世界を目指していま 

 す。 

ロータリーの中核的価値観 

 親睦 高潔性 奉仕 多様性 リーダーシップ 

6つの重点分野（来年度から 7 つになります） 

 平和の推進 水と衛生 母子の健康 教育の支援 

 地球経済の発展 疫病との戦い（環境の保全） 

4つの戦略的優先事項 

：より大きなインパクトをもたらす 

 「世界を変える行動人」は問題を効果的に解決 

 します。 

：参加者の基盤を広げる 

 「世界を変える行動人」は、互いに刺激し合い 
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 インスピレーションを与え合います 

：参加者の積極的な関わりを促す 

 「世界を変える行動人」は、人々のニーズを理 

 解しようと努めます。 

：適応力を高める 

 「世界を変える行動人」は、独創制があり起業 

 家精神に溢れ困難に挫けません。 

ロータリーの公式標語 

 超我の奉仕 

 最も多く奉仕するもの最も報いられる 

ガバナーの基本方針 

：魅力ある生き生きとしたクラブが作れる様、各 

 クラブに戦略計画委員会を設け、3 年・5 年後 

 クラブがこうありたいと目標を立てていただ 

 く。 

：危機感を持って先を読み、クラブの現況を数値 

 化して、データ分析し戦略計画を立てるよう指 

 導する 

：地区の様にクラブ研修リーダーを任命し、例会 

 の少しの時間を利用してロータリーについて 

 勉強していただくよう指導したいです。 

：地区やクラブの強み、弱みを知り目標設定や行 

 動計画を準備する。 

：情報や資料・リソースを活用し、ストーリーを 

 通して心に訴える事でインパクトを与えたい 

 です。 

：直前ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノ 

 ミニーと地区戦略会議を開催する。 

 地区ビジョンを見直す。 

：RLI は実施いたします。次期会⾧・幹事予定者 

 は出来れば受講していただきたい。 

：インターアクトの研修旅行は、開催できるかど 

 うか（13 クラブ）解りませんが、開催されても 

 国内で実施します。 

：ロータリー青少年指導者育成プログラム（RYLA） 

 は世界遺産、高野山で若い世代のリーダーを育 

 成・発掘、心を育てます。 

 (私は、小さな頃から何回も高野山に参ってお 

 ります。ある時四国 88 箇所参りを知り、御朱 

 印帳を求めました。西国 33 箇所、お不動さん 

 参りを終えました。無事に満願成就されます様 

 に白装束での歩きお遍路さんにも手を合わせ 

 ました。人間一生に一度は、手を合わせすがる 

 ようにお願いする事があります。身体でなく、 

 心を育てましょう。目に見えない内部を磨いて 

 もらいましょう。そして人として育って、リー 

 ダーシップを身につけて欲しい。青少年の皆様 

 に高野山で手を合わせ、お陰様の感謝の気持ち 

 を、つちかって、欲しいと思います。） 

：女性会員 0 クラブ 0 ゼロ 

 各クラブ純増１名 

 ローターアクター・若い会員・女性会員の増強 

地区、クラブの運営及び活動方針 

1. 例会の充実 

（例会においてロータリー人生を学ぶ。特に学び 

 の多い卓話） 

2. 会員を増強して、純増を達成（若い会員、女性 

 会員） 

3. ロータリー情報の速やかな伝達・提供 

4. ロータリー・クラブセントラル RI ロータリ 

 ー賞へのチャレンジ 

 マイロータリーの全員活用 

5. ロータリーの友への投稿 

6. 親睦の多様化（同好会を立ち上げる） 

7. 地域から知られるロータリーと公共イメージ 

 向上 

8. 職業分類調査を実施し実情に沿った会員基盤 

 を築くための取り組み 

（一業種一人の考え方は無くなりましたが、他業 

 種の集まるクラブという発想） 

9. 地元発展に関わる活動 

10. 青少年の未来を明るくするための活動。 

 インターアクト、ローターアクトとの地域社会 

 の奉仕プロジェクトを計画 

11. 地区財団活動基金（DDF）の活用 グローバル 

 補助金を利用した海外での活動 

12. ロータリー財団寄付金 米山記念奨学会寄付  

 金の目標を全員達成 

13. 公開例会の実施 

（外部からの卓話講師をお願いした時などに、一 

 般の方にも声かけ） 

14. 地区大会への全員参加 国際大会への参加 

15. クラブのあるべき将来像の計画・立案等の推 

 進  

会員減少傾向の原因 

❶健康上の問題 （病気 高齢化） 

❷家庭的な問題 （家族の介護） 

❸社会的な問題 （経営環境の悪化 仕事の多忙  

 退職） 

❹経済的な問題 （お金がかかりすぎる） 

❺ロータリーそれ自体の問題 

（クラブ例会に魅力がない） 
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（奉仕プロジェクトに興味がない） 

（指導性がない） 

女性会員 世界 23.6％ 日本 7％ 2640地区 7.6% 

アメリカ 3 分の 1 が女性会員 

世界の平均クラブ会員数は 33人 

多様化 L・G・P・T など 

DDF の利用 地区補助金 グローバル補助金 ポリ 

オ根絶 ロータリー平和センター 重点分野 災

害救援基金 

クラブのベストプラクティス 

クラブの 3～5 年後の姿を思い描く。 

〇年次目標を立て、ロータリー・クラブセントラ 

 ルに入力する 

〇会員が積極的に参加でき、情報豊かな例会とす 

 る 

〇クラブ内でオープンなコミュニケーションを 

 図る 

〇後継者を育て、スムーズな引き継ぎを図る 

〇クラブ運営方法を反映させて、細則を独自に修 

 正する 

〇会員同士の交流を深める 

〇会員が心から関心を持てる活動に参加できる 

 ようにする 

〇ロータリーのリーダーとなる人材を育てる 

〇クラブ運営に必要な委員会を設置する 

 

 ロータリー活動における感染及びその拡大の

リスクを可能な限り低減しつつ段階的に実施可

能なロータリー活動を再開しています。この様な

中でも、世界中で奉仕活動が行われ、マイロータ

リーのショーケースで紹介されています。国内で

も多くのロータリークラブが医療従事者にフェ

イスシールドや防護服の寄贈をされています。私

共の医療法人にも、多くのマスクや防護服が送ら

れてきました。大事に使わせていただいています。 

閉ざされていた、機会の扉を開けて奉仕活動を進

めていきましょう。社会の経済活動が動き始めま

した。経済活動と感染防止の両立の難しさです。

慎重にクラスター、第二次感染を防ぐためにも、 

ソーシャル・ディスタンス、マスク、手洗いを守

りましょう。（密閉 密集 密接を避ける） 

新しい日常ニューノーマルにも慣れてきました。 

私達ロータリアンは、まず自分が感染せず、感染

させず早く終息できます様、努力していきたいと

思います。日本経済に大打撃を与えた、コロナシ

ョック！広がる経済格差、深刻化する難民問題、

核問題、貿易戦争などなど世界は目まぐるしく変

わり様々な問題を抱える様になりました。 

 地球温暖化の気候変動による自然災害。50 年

に一度！観測史上初めて！命を守る行動を！毎

年聞いています。このところ頻発している地震、

東海南海トラフ地震が近いのかなと懸念してお

ります。インフラとライフラインが駄目になりま

す。来るべき災害も踏まえ、オンラインシステム

の環境を整えなくてはいけません。 

 ただし取り残しがあってはいけません。（事務

局での参加、職員、会員と参加 サテライトを設け

る。）同期のガバナーとも定期的にオンライン会

議を行い揺るぎない友情を確かめています。IT 

リテラシーを向上させましょう。 

各クラブは 

 どんなクラブにしたいのか。 

 どんなクラブであるべきなのか。 

 どんなクラブを目指すのか。 

 クラブに、柔軟性、継続性を持って運営して行 

 きましょう。 

私は自分がロータリーを通じて感動したことな

どを皆様に伝えていきたいと思います。 

皆様と力をあわせて日本のロータリー100 周年

の記念すべき年に共に世界で良いことをしまし

ょう。世界を変える行動人になりましょう 

会員の皆様のご指導ご鞭撻を賜りませんと、浅学

菲才な私は任務を全うすることができません。 

ここにお願い申し上げガバナーのアドレスとさ

せていただきます。 

  

 

 

会長 山中 喜八郎 

  

 藤井ガバナーさん、ようこそ我

が堺北ロータリークラブへお越し

頂きました。 

先程の会長幹事懇談会におきまし

ては、さすが、さすが、ガバナーさ

ん！と思うような、ご指導を頂きまして、有難う

ございました。ご丁寧なご指導を頂き、充分心に

入りましたので、心に留め置き、今年度のクラブ

運営に役立てたいと思います。 

 私もロータリー歴は長いので、歴代ガバナーさ

んのおっしゃった事、またそっとご教示頂いた事

は、必ず書き留めておりまして、座右の銘として

 会長の時間 
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事務所に張り出し、皆で共有して、ご教示を大切

にしております。 

勿論今回頂いた、ご教示も張り出しまして、常に

確認し、1年を過ごして行きたいと思っています。 

 また、7月31日にお送り頂きました「コロナウイ

ルス対応の件」もその通りで、「まず、私達ロータ

リアンは、まず自分が感染せず、感染ささず、早く

収束出来ます様に努力したいと思っています。」 

全くその通りで御座います。 

 それでは、この素晴らしいガバナー 藤井さんの

お話を聞かせて頂きましょう。どうぞ宜しくお願い

いたします。 

 

 

 

社会奉仕委員会 

「 秋の交通安全運動 街頭キャンペーン 

           中止のお知らせ」 

 社会奉仕委員長 池永 隆昭 

 

 令和 2 年「秋の全国交通安全運動」

は９月２１日(月)から３０日(水)の

１０日間ですが、今回も街頭キャン

ペーンは新型コロナウイルス感染症

の拡大防止のため行わないとの連絡

が入りましたのでお知らせいたします。                                               

  

創立 40周年記念準備委員会 

「 創立 40周年記念例会・食事会のご案内」 

            準備副委員長 中田 学 

 

 大変遅くなりましたが「創立 40 周

年記念例会」のご案内いたします。 

このような中、開催を見送るべきか悩

みましたが、ウィズコロナの中で、感

染防止対策を心得ながら、外部の方を

お呼びせずに簡素化し、会員・家族、名誉会員、フ

ァミリー会員の皆さんで、ささやかでありますが開

催いたしたく存じます。皆様ご家族お誘いあわせの

上、ご臨席を賜りますようお願い申し上げます。 

記 

開催日時   10月3日（土） 

場  所   南海グリル東店 3Ｆ「宴」 

受  付   10：30～ 

記念例会開会 11：00～ 

食 事 会   11：30～ 

    ＊豪華食事ご用意しております 

  

  

会 員 一 同  本日はお足元の悪い中、藤井ガバ 

       ナー、中野ガバナー補佐ようこそ 

       堺北RCへお越しいただきました。 

       会員一同より感謝申し上げます。 

山中喜八郎会員 藤井ガバナー、中野ガバナー補 

       佐、本日はようこそお越し下さい 

       ました。那須会員お元気な顔を見 

       れてよかったです。 

池田茂雄会員 ガバナー公式訪問、藤井ガバナー、 

       中野ガバナー補佐、ようこそお越 

       し下さいました。 

城岡陽志会員 ガバナーを大歓迎します。 

       那須さん、よくぞ地獄から生き返 

       ってきましたね。元気になったら 

       地獄の土産話で快気祝いをしま 

       しょう。 

       ニクマレ者、世にはばかる！ 

       （今日の名言） 

那須宗弘会員 藤井ガバナーようこそお越し下 

       さいました。 

那須宗弘会員 恥ずかしながら完全生還してま 

       いりました。 

嶽盛和三会員 藤井ガバナー様、中野ガバナー補 

       佐様、ご来会ありがとうございま 

       す。ご指導宜しくお願い致します。 

       那須さんお元気になられ良かっ 

       たです。お帰りなさい。 

米澤邦明会員 那須和尚の生還と藤井ガバナー 

       の公式訪問を祝しまして。 

綿谷伸一会員 藤井秀香ガバナー、中野一郎ガバ 

       ナー補佐、ようこそお越しくださ 

       いました。宜しくお願い致します。 

藤永 誉会員 那須さん、おかえりなさい。 

畑中一辰会員 藤井様、中野様、ようこそ堺北 RC 

       へ。ありがとうございます。 

       那須様、元気そうで良かったです。   

       頭を見て池永さんと間違いそう 

       になりました。 

             合計５２，０００円 

 

  ◆米山奨学特別寄付･････米澤邦明会員 

              嶽盛和三会員 

  ◆ロータリー財団寄付･･･嶽盛和三会員 

 

ＳＡＡ報告 

委員会報告 
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（１）本日配布物  

  ・週報    

  ・日本のＲＣ100周年記念バッチ 

（２）例会休会のお知らせ 

  ９月１８日（金）は定款第 7条第 1節により 

 休会です。お間違い無きようお願いいたします。  

 

   

 

第３回定例理事会 

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） 

日 時 ２０２０年９月４日（金）例会後 

場 所 「南海グリル 東店 3Ｆ」 会議室 

議 案   

１．8月度 8ＲＣ連絡会について – 報告 

 ・新春合同例会・互礼会について – 中止で報告 

 ・仁徳天皇陵案内板の修繕について – 検討 

２．会計関係書類、保存の件 – 承認 

 ・請求書、領収書等の証憑書類（前期分、後期 

  分）10年間保存、以前の分 廃棄 

 ・会計伝票 10年間保存、   〃  

 ・会計帳簿 20年間保存、   〃 

３.ホームページ、「クラブの紹介」更新の件–否決 

 ・会員名簿のアップ「氏名・生れ年.西暦・職業 

 分類・勤務先・役職」を表示 

４. 堺鉄砲鍛冶屋敷再生プロジェクト 寄付依頼 

 について 

 ・40周年記念事業として寄付する - 承認 

５. ４０周年記念例会について 

 ・会員、家族、ファミリー会員、名誉会員の参 

 加で、簡素化して記念例会と食事会を開催。 

 会員スピーチ（3分程度）、アトラクションの検 

 討 

６. コロナ禍で出席免除扱い中の皆出席表彰の  

 規定について 

 ・コロナ禍の期間の欠席は出席免除であるが、 

 皆出席表彰の対象とはしない– 承認 

７. その他 

 ・藤永会員提案「リモート例会プロジェクト」 

 について - 承認 

９ＲＣ連絡会 

８月度 堺８RC新旧合同連絡会議事録 

日時：2020年8月21日（金）14：30～ 

場所：南海グリル東店3Ｆ 

議案： 

１. 新春合同例会・互礼会について 

 （堺おおいずみＲＣ） 

・2021年1月14日(木)に予定しているが、新型コ 

 ロナウイルス感染者増加の傾向にある中、このま 

 ま計画を進めてよいものか、ホストクラブだけの 

 判断は難しく、各クラブの意見を伺った上で検討 

 したいとのこと。各クラブ持ち帰り、次回連絡会 

 において意見を発表する。 

２．仁徳天皇陵案内板の件（堺清陵ＲＣ） 

・劣化が目立ち、また昨年登録された世界遺産の文 

 言が無いので、案内板の修繕と修正を 8ＲＣで検 

 討されてはどうかとのこと。 

 案内板の歴史的経緯については堺ＲＣ 東野会長 

 よりご説明いただき、管理は宮内庁となっている 

 ため、修繕するにも宮内庁を通して進めなければ 

 ならないことを認識。 

 各クラブ持ち帰り、修繕・修正の要否と、必要で 

 あるならば、どこまでの修繕が妥当か 

 修繕案を検討いただく。（現状の案内板の写真を 

 添付します）    

３. 青年会議所主催の後援、協賛について 

 (堺北ＲＣ) 

・若い世代の方々より、プロジェクトの後援、協賛 

 の依頼が来た際には、ロータリーは先輩として協 

 力をしていただけるようお願いしたいとのこと。 

 近年ＪＣからＲＣへの入会は減少傾向にあるが、 

 普段からの協力により、ＲＣへの関心を持って頂 

 けるのではないか。 

４. その他 

 ① 9月の各クラブ例会状況についてお伺い 

 （堺南ＲＣ） 

 ②堺ユネスコ協会主催の「堺学検定」のテキストを 

 次回連絡会でお持ちするので、堺のことを再認識 

 する機会として、また今後 8ＲＣで協力すること 

 で、地域貢献とともにＲＣの広報活動の一つにな 

 るのではとのこと。（堺清陵ＲＣ） 

 

 

 

 

 

幹事報告 

その他 



- 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

米山功労者表彰 那須宗弘会員（第3回マルチプル） 

 例 会 風 景 

9月会員・奥様誕生祝い代表 米澤邦明会員 

9月度米山奨学金支給 陳 敏彪 様 

    今週の歌「長崎の鐘」 

 

こよなく晴れた 青空を 

悲しと思う せつなさよ 

うねりの波の 人の世に 

はかなく生きる 野の花よ 

なぐさめ はげまし 長崎の 

あゝ 長崎の鐘が鳴る 


