
クラブの主な出来事 
 

年  度 会長・幹事 主 な 出 来 事 

1 1980年10月8日 

～81年6月30日 

(昭和55年～56年) 

会長  

別所重秋 

幹事   

北尾 一 

・1980年10月3日(金)(昭和55年) 

   創立総会開催・第１回例会 

・1980年10月8日(水)(昭和55年) 

国際ロータリー加盟承認･｢堺ロータリークラブ｣を親クラブとし、堺

地区６番目のクラブとして誕生 

・1981年2月16日(月)(昭和56年) 認証状伝達式 

・例会場（創立時） 

堺市堺区戎之町西1丁1-23 堺商工会議所4階 

・事務局（創立時） 

堺市堺区戎之町西1丁1-23 堺商工会議所3階 

・1980年12月14日(日) (昭和55年) 

 「親睦ゴルフ大会」第1回コンペ・天野山ＣＣで開催 

2 1981年～82年 

(昭和56年7月～) 

会長  

堂之本千代松 

幹事  

北尾 一 

・1981年7月3日(金)(昭和56年)  

今年度最初の例会(創立以来・38回例会) 

・創立２年目、ロータリーの目指す職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕 

などの諸活動は、先ず会員増強にあり10名新会員の増員達成 

・堺市長より、｢あけぼの療育センターへの援助協力に対し感謝状｣を 

受賞 

・1982年4月23(金)「囲碁同好会」 

   第1回開催  堺商工会議所 4階 

3 1982年～83年 

(昭和57年7月～) 

会長  

北村喜久治 

幹事  

堀畑好秀 

・1982年7月2日(金)(昭和57年) 

今年度最初の例会(創立以来・88回例会) 

・1982年7月1日(木)(昭和57年)ＲＩ第266地区が分割により 

第264地区となる 

・｢ロータリー財団寄付優秀クラブ賞｣を受賞 

・｢米山功労クラブ賞｣を受賞 

・｢出席優秀クラブ賞｣を受賞 

・1982年12月3日(金)「囲碁同好会」 

  第12回開催を最後に、借室料等負担のため解散 

4 1983年～84年 

(昭和58年7月～) 

会長 

吉野美喜男 

幹事  

田中朝彦 

・1983年7月1日(金)(昭和58年) 

今年度最初の例会(創立以来・138回例会) 

・｢ＲＩ会長賞｣を受賞 

・｢会員増強優秀クラブ賞｣を受賞 

・｢総合優秀クラブ賞｣を受賞ほか３件受賞 

5 1984年～85年 

(昭和59年7月～) 

会長 

 杉田長久 

幹事 

 石田公男 

・1984年7月6日(金)(昭和59年) 

今年度最初の例会(創立以来・190回例会) 

・｢ＲＩ会長賞｣を受賞 

・｢会報優秀クラブ賞｣を受賞ほか４件受賞 

・堺市高石市消防組合より、｢起震車購入資金の寄贈に対し感謝状｣を 

受賞ほか１件受賞 

 



年  度 会長・幹事 主 な 出 来 事 

6 1985年～86年 

(昭和60年7月～) 

会長 

 小田垣栄三 

幹事 

 武田 正 

・1985年7月5日(金)(昭和60年) 

今年度最初の例会(創立以来・240回例会) 

・1985年7月31日(水)(昭和60年) 事務局を下記へ移転 

  堺市堺区熊野町1丁1-9 原田ビル3階 

・1985年10月20日(日)(昭和60年) 

  於 堺平安閣 創立５周年記念例会開催 

・｢総合優秀クラブ賞｣を受賞 

・｢ロータリー財団寄付優秀クラブ賞｣を受賞ほか２件受賞 

・堺市長より、｢あけぼの療育センターへの援助協力に対し感謝状｣を 

  受賞ほか１件受賞 

7 1986年～87年 

(昭和61年7月～) 

会長 

 岡村茂和 

幹事 

 井阪廣和 

・1986年7月4日(金)(昭和61年) 

今年度最初の例会(創立以来・290回例会) 

・1986年7月20日(日)(昭和61年) 

  ｢親睦ゴルフ会｣を「北輪会」と改称して第１回コンペを 

紀伊高原ＣＣにて開催 

・1986年11月14日(金)(昭和61年) 

  ｢堺北小唄同好会｣第１回発表会開催 

・｢米山功労クラブ賞｣を受賞ほか１件受賞 

・堺市長より、｢あけぼの療育センターへの援助協力に対し感謝状｣を 

受賞 

8 1987年～88年 

(昭和62年7月～) 

会長 

 磯村治雄 

幹事 

 樋上 茂 

・1987年7月3日(金)(昭和62年) 

今年度最初の例会(創立以来・340回例会) 

・1988年6月23日(木)(昭和63年) 於 大韓民国 南仁川市内にて 

国際ロータリー第369地区 大韓民国 南仁川ＲＣと姉妹クラブ 

締結調印式 

磯村治雄会長、堀畑好秀国際奉仕委員長ほか18名が訪韓 

・｢ポリオプラス協力優秀クラブ賞｣を受賞 

・｢ロータリー財団寄付優秀クラブ賞｣を受賞ほか３件受賞 

・大阪府知事より、｢堺10RCバークレー交換学生委員会が、多年に 

わたり国際親善に寄与した旨の感謝状」を受賞ほか１件受賞 

9 1988年～89年 

(昭和63年7月～) 

会長 

 小山一男 

幹事 

 広野至彦 

・1988年7月1日(金)(昭和63年) 

今年度最初の例会(創立以来・389回例会) 

・｢意義ある業績賞｣を受賞 

クラブ設立と同時に重度身体障害児が収容されているあけぼの 

療育センターに対し、理解と認識を深めると共に長年にわたる援 

助が高く評価された 

・｢優秀クラブ賞｣を受賞ほか４件受賞 

・堺市長より、｢あけぼの療育センターへの援助協力に対し感謝状｣を 

受賞 

10 1989年～90年 

(平成1年7月～) 

会長 

 塩田亮三 

幹事 

 松村武明 

・1989年7月7日(金)(平成1年) 

今年度最初の例会(創立以来・439回例会) 

・1990年6月25日(月)(平成2年) 事務局を下記へ移転 

  堺市堺区熊野町東4丁4-19 平成ビル3階 



年  度 会長・幹事 主 な 出 来 事 

・｢優秀クラブ賞｣を受賞ほか２件受賞 

・｢米山記念奨学会への1千万円達成クラブ表彰｣を受賞 

・堺市長より、｢緑化運動推進に協力した旨の感謝状｣を受賞ほか３件 

受賞 

11 1990年～91年 

(平成2年7月～) 

会長 

 田中朝彦 

幹事 

 中川隆逸 

・1990年7月6日(金)(平成2年) 

今年度最初の例会(創立以来・486回例会) 

・1990年7月6日(金)(平成2年) 例会場を下記へ移転 

  堺市堺区市之町東4丁2-15  堺平安閣3階 

・1990年10月7日(日)(平成2年) 於 南海サウスタワーホテル大阪 

  創立10周年記念例会並びに記念式典を盛大に挙行 

  ご来賓71名 会員及び家族79名(参加者 150名) 

・1990年10月7日(日)(平成2年)創立10周年記念事業として堺市へ 

｢新庁舎市民の広場に血圧自動測定器｣を寄贈した 

・1990年10月7日(日)(平成2年) 

  創立10周年を機に「堺北ロータリークラブの歌」を制定 

  ・作詞者 耳野皓三 会員(大阪府立大学教授) 

  ・作曲者 早野柳三郎 河内長野東RC会員(大谷女子大学教授) 

  ・塩田亮三 会員(関西学院大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞOBの次の2氏を紹介して 

いただく) 

・広瀬康夫様(レコード盤に歌の吹き込みをしていただく) 

・広瀬万佐子様(康夫氏の奥様､ 吹き込みのピアノ演奏をして 

いただく) 

・1991年1月25日(金)(平成3年) 

第513回例会において10年間続けてきた｢出席率100％｣がくずれる 

・1991年6月6日(木)(平成3年) 於 大韓民国 南仁川市にて 

  大韓民国 南仁川ＲＣ姉妹締結 第１次延長調印式 

・｢ロータリー財団優秀クラブ賞｣ほか２件受賞 

・地区ガバナーより、｢ポリオプラス募金の目標100％達成に対し感謝 

状｣を受賞ほか３件受賞 

12 1991年～92年 

(平成3年7月～) 

会長 

 茶谷幸一 

幹事 

 島田 衛 

・1991年7月5日(金)(平成3年) 

今年度最初の例会(創立以来・534回例会) 

・1991年7月1日(月)(平成3年) 

  ＲＩ第264地区 → 第2640地区となる 

・｢米山功労クラブ賞｣を受賞ほか１件受賞 

13 1992年～93年 

(平成4年7月～) 

会長 

 井阪廣和 

幹事 

 星野伸次 

・1992年7月3日(金)(平成4年) 

今年度最初の例会(創立以来・538回例会) 

・1992年10月27日(火)(平成4年) 

  我がクラブがスポンサークラブとなって 

「堺北西ロータリークラブ」を設立し、創立総会開催 

・1992年11月12日(木)(平成4年) 

  「堺北西ロータリークラブ」がＲＩより加盟承認 

・1993年2月16日(火)(平成5年) 

  「堺北西ロータリークラブ」認証伝達式 



年  度 会長・幹事 主 な 出 来 事 

14 1993年～94年 

(平成5年7月～) 

会長 

 正木 正 

幹事 

 白木勝巳 

・1993年7月2日(金)(平成5年) 

今年度最初の例会(創立以来・632回例会) 

・1994年6月11日(土)(平成6年) 於 堺市内にて 

  大韓民国 南仁川ＲＣ姉妹締結 第２次延長調印式 

・｢米山功労クラブ賞｣を受賞 

・大澤ガバナーより、｢堺北西ロータリークラブ設立に対する感謝状」 

  を受賞ほか２件受賞 

15 1994年～95年 

(平成6年7月～) 

会長 

 上田 実 

幹事 

 松井一覺 

・1994年7月1日(金)(平成6年) 

 今年度最初の例会(創立以来・680回例会) 

・1994年12月11日(日)(平成6年) 仁徳陵周遊路の清掃活動 

第１回目実施その後、毎年継続して実施 

・｢会長賞｣を受賞ほか１件受賞 

・堺市長より、｢あけぼの療育センターへの援助協力に対し感謝状｣を 

  受賞 

16 1995年～96年 

(平成7年7月～) 

会長 

 北田和八 

幹事 

 速水喜彦 

・1995年7月7日(金)(平成7年) 

今年度最初の例会(創立以来・728回例会) 

・1995年10月13日(日)(平成7年) 於 堺市立浅香山小学校運動場 

創立15周年記念体育大会開催（堺北西ＲＣと合同） 

・｢米山功労クラブ賞｣を受賞 

・堺市長より、｢堺市交通遺児基金としての多額の寄付に対し感謝状｣ 

  を受賞ほか１件受賞 

17 1996年～97年 

(平成8年7月～) 

会長 

 鈴木道禮 

幹事 

 國井 豊 

・1996年7月5日(金)(平成8年) 

今年度最初の例会(創立以来・775回例会) 

・1997年1月7日(金)(平成9年) 「堺北小唄同好会」 

  新年発表会を最後に終止符を打った 

・1997年6月15日(日)(平成9年)「あるこう会」 

   第１回行事として三輪神社方面散策 

・1997年6月26日(木)(平成9年) 於 大韓民国 南仁川市内にて 

   大韓民国 南仁川ＲＣ姉妹締結 第３次調印式 

・財団法人 米山記念奨学会より、｢寄付金累計額 2 千万円達成クラブと

して感謝状」を受賞ほか２件受賞 

18 1997年～98年 

(平成9年7月～) 

会長 

 島田 衛 

幹事 

 泉谷 徹 

・1997年7月4日(金)(平成9年) 

今年度最初の例会(創立以来・824回例会) 

・1997年10月5日(日)(平成9年) 当クラブがスポンサーの「堺北西 

  ロータリークラブ」創立５周年記念式典に島田 衛会長が出席 

・1998年6月(平成10年)「写真同好会」誕生 

   第１回目行事として同年6月13日(土)～14日(日)「あるこう会」 

  と共に上高地散策の旅に参加し多数の作品を残した 

・堺バークレー交換学生同窓会より、｢交換学生事業に対し、姉妹都市 

提携30周年を迎えるに際し感謝状｣を受賞 

19 1998年～99年 

(平成10年7月～) 

会長 

 正木 正 

幹事 

・1998年7月3日(金)(平成10年) 

今年度最初の例会(創立以来・872回例会) 

・1998年11月6日(日)(平成10年) 事務局を下記へ移転 



年  度 会長・幹事 主 な 出 来 事 

 新井茂文   堺市堺区南向陽町東2丁2-25 ホテル第一堺内 

・1999年1月14日(木)(平成11年) 例会場を下記へ移転 

  堺市堺区南向陽町東2丁2-25 ホテル第一堺2階 

・｢四つのテスト大賞｣を受賞 

・1998年12月(平成10年) 事務局 永岡昌子氏 退職 (創立時採用) 

・1998年12月(平成10年) 事務局 川上久美氏 新規採用 

20 1999年～00年 

(平成11年7月～) 

会長 

 松井一覺 

幹事 

 佐野弘幸 

 

・1999年7月2日(金)(平成11年) 

今年度最初の例会(創立以来・920回例会) 

・ＲＩ国際ロータリー賞受賞の岩井医師－ネパールに岩村記念病院の 

建設に協力  

・創立時の「クラブのバナー」を新デザインに一新した 

・優秀クラブとして「会長賞」を受賞 

・2000年1月7日(金)「堺北小唄同好会」 

  第20回 新年行事発表会を最後に解散 

21 2000年～01年 

(平成12年7月～) 

会長 

 堀畑好秀 

幹事 

 竹田功勝 

・2000年7月7日(金)(平成12年) 

今年度最初の例会(創立以来・969回例会) 

・2000年10月8日(日)(平成12年) 於 南海サウスタワーホテル大阪 

  創立20周年記念例会並びに記念式典を盛大に挙行 

  ご来賓48名 会員及び家族70名 (参加者118名) 

・2000年10月8日(日)(平成12年)創立20周年記念事業として堺市へ 

｢広報車一台｣を寄贈した 

・創立20周年記念事業の一つとして｢堺北ロータリークラブ基金｣を 

創設し｢金350万円｣を繰入した。国際親善・地域社会の教育、 

文化、福祉の向上発展等に寄与することを目的とした基金である 

・2000年10月8日(日)(平成12年) 於 大阪にて 

  大韓民国 南仁川ＲＣ姉妹締結 第４次延長調印式 

22 2001年～02年 

(平成13年7月～) 

会長 

 畑崎 衞 

幹事 

 原 明敏 

・2001年7月6日(金)(平成13年) 

今年度最初の例会(創立以来・1016回例会) 

・｢クラブＯＡ化推進賞｣を受賞 

・優秀クラブとして「ガバナー賞」を受賞 

23 2002年～03年 

(平成14年7月～) 

会長 

 池田茂雄 

幹事 

 山ノ内修一 

・2002年7月5日(金)(平成14年) 

今年度最初の例会(創立以来・1061回例会) 

・2002年10月5日(土)(平成14年) 当クラブがスポンサーの 

  「堺北西ロータリークラブ」創立10周年記念式典に池田茂雄会長 

  が出席 

・優秀クラブとして「会長特別賞」を受賞 

  第2640地区で、｢堺北ＲＣ｣ ｢堺おおいずみＲＣ｣ ｢岸和田ＲＣ｣の 

  ３クラブが受賞 

・｢ロータリー財団寄付優秀クラブ賞｣ を受賞 

24 2003年～04年 

(平成15年7月～) 

会長 

 安田弘信 

幹事 

 宇瀬治夫 

・2003年7月4日(金)(平成15年) 

今年度最初の例会(創立以来・1108回例会) 

・2003年11月25日(木)(平成15年) 於 大韓民国 仁川市内にて 

  大韓民国 南仁川ＲＣ姉妹締結 第５次延長調印式 



年  度 会長・幹事 主 な 出 来 事 

25 2004年～05年 

(平成16年7月～) 

会長 

 山野俊一 

幹事 

 鷺岡眞人 

・2004年7月2日(金)(平成16年) 

今年度最初の例会(創立以来・1156回例会) 

・2004年7月1日(木)(平成16年) ｢堺ﾌｪﾆｯｸｽRC｣ と事務局共同利用 

・2004年7月2日(金)(平成16年)付 第1155号「クラブ週報」より 

  手作りでの作成を開始 

・2004年7月～05年6月度(平成16年～17年) 

  第2640地区 ガバナー補佐 安田弘信会員が就任 

・｢財団法人 米山記念奨学会への寄付金累計額が今年度３千万円を達成 

クラブとして感謝状｣を受賞 

・2005年4月30日(平成17年) 事務局 川上久美氏 退職 

・2005年4月28日(平成17年) 事務局 樽井真理子氏 新規採用 

26 2005年～06年 

(平成17年7月～) 

会長 

 速水喜彦 

幹事 

 綿谷伸一 

・2005年7月1日(金)(平成17年) 

   今年度最初の例会(創立以来・1203回例会) 

・2005年10月2日(日)(平成17年) 於 スイスホテル南海大阪 

  創立２５周年記念例会並びに記念式典 

・創立25周年記念事業として、20周年時に創設された｢堺北ロータリ 

ークラブ基金｣に「金100万円」を繰入した 

・2005年10月5日(水)(平成17年)  

  創立25周年を記念して「堺北ロータリークラブ・ホームページ」 

  オープン 

・2005年10月2日(日)(平成17年) 於 大阪にて 

  大韓民国 南仁川ＲＣ姉妹締結 第６次延長調印式 

27 2006年～07年 

(平成18年7月～) 

会長 

 新井茂文 

幹事 

 城岡陽志 

・2006年7月7日(金) (平成18年) 

今年度最初の例会(創立以来・1249回例会) 

・2006年11月24日(金)(平成18年)、｢当クラブＯＡ化委員会が作成 

した収支予算管理ソフト｣を堺14ＲＣ及び第2640地区に無償配付 

したことに対しガバナーより、感謝状を受賞 

・2007年1月1日(月)(平成19年)「堺北ロータリークラブ・ホーム 

ページリニューアル」オープンし、イメージを一新  

・2007年3月2日(金)～4日(日)(平成19年) 姉妹クラブである  

  大韓民国 南仁川ＲＣを、新井茂文会長をはじめ会員家族15名が 

  親善のため訪韓 

28 2007年～08年 

(平成19年7月～) 

会長 

 白木勝巳 

幹事 

 中田 学 

・2007年7月6日(金)(平成19年) 

今年度最初の例会(創立以来・1295回例会) 

・2007年7月～08年6月度(平成19年～20年) 

ＲＩ第2640地区ガバナー補佐 当クラブ 池田茂雄会員が就任 

・2007年7月7日(土)(平成19年) ｢大阪府立だいせん高等聾学校｣を 

  会長と幹事が訪問、校長・教頭両先生と｢同校への当クラブからの 

支援活動｣につき話し合い、今後同校の要望に添い当クラブがお役 

目を果たすことで両者が合意した 

・2007年11月16日(金)(平成19年)｢大阪府立だいせん高等聾学校｣へ 

ポータブルアンプ･ワイヤレスマイク･アンテナ･屋外スピーカー等 

音響機器一式を寄贈し設置工事が完了した 



年  度 会長・幹事 主 な 出 来 事 

・2008年4月12日(土)(平成20年) ＲＩ第2640地区2007～08年度 

  地区大会に於いて「ガバナー特別賞」受賞 

・「ロータリーの友」５月号「府立だいせん高等聾学校･法律講座実施」 

  堺北ロータリークラブ活動記事掲載 

・2008年5月30日(平成20年) 事務局 樽井真理子氏 退職 

・2008年3月28日(平成20年) 事務局 石川雅身氏 新規採用 

29 2008年～09年 

(平成20年7月～) 

会長 

 山中喜八郎 

幹事 

 徳田 稔 

・2008年7月4日(金)(平成20年) 

今年度最初の例会(創立以来・1342回例会) 

・2008年7月(平成20年) 

  今年度より従来からの｢一般会計｣を｢一般会計の部｣と｢ニコニコ会 

  計の部｣に区分することとした。｢職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕｣の 

諸活動は「ニコニコ会計」から支出することとした 

・2008年7月(平成20年) 

  今年度、環境保全委員会が新発足した｢ストップ・ザ・地球温暖化｣ 

  運動をインターネットで呼びかける 

・2008年7月30日(水)(平成20年) 

  岩手・宮城地震義援金50,000円 

・「ロータリーの友」11月号「守ろう残そう堺のチンチン電車･堺北ロー

タリークラブ」特集ページ掲載 

・2008年11月20日～21日(平成20年) 姉妹クラブ｢南仁川ＲＣ 

  創立30周年記念式典」並びに「姉妹クラブ締結第７次延長調印式」 

  に山中喜八郎会長、会員12名が韓国を訪問し行事に参加した 

・2009年5月(平成21年) 

  ｢意義ある業績賞｣を受賞 

 永年に亘る仁徳陵清掃奉仕活動が高く評価された 

30 2009年～10年 

(平成21年7月～) 

会長 

 河井要祐 

幹事 

 塩谷圭一 

・2009年7月3日(金)(平成21年) 

今年度最初の例会(創立以来・1389回例会) 

・2009年9月29日(火)(平成21年) 

岡山県佐用町水害義援金50,000円 

・2010年2月27日(土)(平成22年)クラブ創立30周年記念事業として 

｢大仙公園・いこいの広場」に河津桜10本寄贈、植樹完了し「植樹 

奉告祭」を挙行した 

・2010年4月18日(日)(平成22年)南紀文化会館で「意義ある業績賞」 

受賞式(地区大会にて) 

・2010年6月21日(月)(平成22年) 

宮城県口蹄疫義援金100,000円 

・2010年6月25日(金)(平成22年)事務局を下記へ移転 

  「新・事務局」 

  〒590-0024 大阪府堺市堺区向陵中町2丁5-10 

        三国ヶ丘 杉本ビル 5-B室 

        電 話 ０７２－２５５－１２００番 

        ＦＡＸ ０７２－２５５－１２０８番 

(JR阪和線・南海高野線「三国ヶ丘駅」北出口右方 徒歩１分) 



年  度 会長・幹事 主 な 出 来 事 

31 2010年～11年 

(平成22年7月～) 

会長 

 宇瀨治夫 

幹事 

 坂田兼則 

・2010年7月2日(金)(平成22年) 

今年度最初の例会(創立以来・1436回例会) 

・2010年7月2日(金)(平成22年)の例会より例会場を下記へ移転 

  「新・例会場」 

  〒590-0026 大阪府堺市堺区向陵西町4丁3番地 

        ｢ＰＡＮＴＡＲＯＮ｣(パンタロン) 

           (焼肉レストラン・はや南隣) 

        電話 ０７２－２２１－３５００番 (はや総本店) 

(JR阪和線・南海高野線「三国ヶ丘駅」北出口左方 徒歩5分) 

・2010年10月3日(日)(平成22年)  

於 リーガロイヤルホテル堺 4階 ロイヤルホール 

創立30周年記念例会並びに記念式典を盛大に挙行 

ご来賓54名 会員及び家族50名(参加者104名)で盛大に挙行 

・2010年10月3日(日)(平成22年) 於 創立30周年記念式典 

  堺市長より、｢大仙公園に創立30周年記念事業として河津桜を 

寄贈したことに対する感謝状｣を受賞 

・2010年11月18日(木)(平成22年)  

奄美大島水害義援金50,000円 

・2011年3月30日(水)(平成23年)  

東日本大震災遺児育英会500,000円 

・2011年6月末をもって「南仁川ロータリークラブ」との姉妹クラブ関

係解消した 

 3年ごとの「第8次延長調印」なく自然解消 

 1988年6月23日締結調印以来23年に幕を閉じた 
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2011年～12年 

(平成23年7月～) 

会長 

 那須泰三 

幹事 

 澤井久和 

・2011年7月1日(金)（平成23年） 

  今年度最初の例会（創立以来・1482例会） 

・2011年11月10日(木)（平成23年） 

  紀南12号台風義援金300,000円 

・2011年11月25日(金)（平成23年） 

  タイ水害義援金60,000円 

・2011年11月25日(金)（平成23年） 

  トルコ災害義援金30,000円 

・2011年11月27日(日) 於 サンスクエア堺 

  ｢第1回子ども囲碁フェスタ・堺｣ 盛大に開催 

  参加小学生164名 父兄含め約250名参加 

・｢ロータリーの友｣ 5月号「第1回子ども囲碁フェスタ・堺」アットワ

ーク欄掲載 

33 2012年～13年 

(平成24年7月～) 

会長 

 徳田 稔 

幹事 

 辰 正博 

・2012年7月6日(金)（平成24年） 

  今年度最初の例会（創立以来・1528回例会） 

・2012年11月25日(日) 於 サンスクエア堺 

 ｢第2回子ども囲碁フェスタ・堺｣ 盛大に開催 

  参加小学生76名 父兄含め約200名参加 

・｢ロータリーの友｣ 5月号「第2回子ども囲碁フェスタ・堺」アットワ



年  度 会長・幹事 主 な 出 来 事 

ーク欄掲載 

34 2013年～14年 

(平成25年7月～) 

会長 

 城岡陽志 

幹事 

 中川 澄 

・2013年7月5日(金)（平成25年） 

 今年度最初の例会（創立以来・1573回例会） 

・2013年12月15日(日) 於 サンスクエア堺 

 ｢第3回子ども囲碁フェスタ・堺｣ 盛大に開催 

  参加小学生66名 父兄含め約200名参加 

・2013年12月26日(木) 

  堺市公共交通活性化促進基金100,000円 

・｢ロータリーの友｣ 5月号「第3回子ども囲碁フェスタ・堺」特集ペー

ジ掲載  

・2014年3月1日(土) 事務局 坂上香里氏 新規採用 

35 2014年～15年 

(平成26年7月～) 

会長 

 山ノ内修一 

幹事 

 塩見 守 

・2014年7月4日(金)（平成26年） 

 今年度最初の例会（創立以来・1620回例会） 

・2014年9月19日(金)（平成26年） 

 広島大地震義援金200,000円 

・2014年9月29日(月)（平成26年） 

 堺市公共交通活性化促進基金100,000円 

・2014年11月23日(日) 於 サンスクエア堺 

 ｢第4回子ども囲碁フェスタ・堺｣ 盛大に開催 

 参加小学生73名 父兄含め約200名参加 

・「ロータリーの友」6月号「浄水器をタイ小学校へ」堺北ロータリーク

ラブ活動記事掲載 

36 2015年～16年 

(平成27年7月～) 

会長 

 坂田兼則 

幹事 

 藤永 誉 

・2015年7月3日(金)（平成27年） 

 今年度最初の例会（創立以来・1667回例会） 

・2015年8月28日(金)（平成27年）事務局を下記へ移転 

  「新・事務局」 

   〒590-0940 大阪府堺市堺区車之町西2丁1番30号 

          ポピア南海 3階302号 

          電 話 072-223-2300番 

          ＦＡＸ 072-223-5005番 

・2015年9月4日(金)（平成27年）の例会より例会場を下記へ移転 

  「新・例会場」 

   〒590-0940 大阪府堺市堺区車之町西2丁1番30号 

          南海グリル天兆閣別館 4階「ローズ」 

          電 話 072-222-0131番（代表） 

・堺北ロータリークラブ創立35周年記念家族旅行 

   2015年9月26日(土) 関西空港 午前7時集合 

     参加者 会員25名・家族30名・ﾌｧﾐﾘｰ会員2名・合計57名 

   関西空港発  8時(ANA) 

    新千歳空港→洞爺湖｢ｳｨﾝｻﾞｰﾎﾃﾙ｣昼食→登別温泉｢第一滝本館｣ 

    記念例会 第1678回 創立35周年記念式典開催 

    2015年9月27日(日) 

     ホテル出発→白老ｱｲﾇ民族博物館→ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ園･ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝ料理 



年  度 会長・幹事 主 な 出 来 事 

   →小樽市内観光→新千歳空港発→関西空港到着(21時50分) 

・2015年11月15日(日) 於 サンスクエア堺 

  ｢第5回子ども囲碁フェスタ･堺｣盛大に開催 

  参加小学生61名 父兄含め約200名参加 

・2016年4月22日(金)（平成28年） 

  熊本地震義援金300,000円 

37 2016年～17年 

(平成28年7月～) 

会長 

中田 学 

幹事 

 笹山悦夫 

・2016年7月1日(金)（平成28年） 

  今年度最初の例会（創立以来・1713回例会） 

・「ロータリーの友」7月号「仁徳天皇陵周遊路の清掃奉仕活動に参加」 

  アットワーク欄掲載 

・2016年11月13日(日) 於：サンスクエア堺 

  「第6回子ども囲碁フェスタ・堺」盛大に開催 

  参加小学生82名 父兄含め約200名参加 

・「ロータリーの友」6月号「大仙公園の河津桜が満載」 

  アットワーク欄掲載 

38 2017年～18年 

(平成29年7月～) 

会長 

 辰 正博 

幹事 

 池永隆昭 

・2017年7月7日(金)（平成29年） 

  今年度最初の例会（創立以来・1758回例会） 

・2017年7月21日(金)（平成29年） 

  九州北部豪雨災害見舞金200,000円 

・2017年11月19日(日) 於：サンスクエア堺 

  「第7回子ども囲碁フェスタ・堺」盛大に開催 

  参加小学生75名 父兄含め約200名参加 

・「ロータリーの友」1月号「ネパールから時を越え元米山奨学生来訪」 

  友愛の広場欄掲載 

・2018年3月31日(平成30年) 事務局 本村雅身氏 退職 

39 2018年～19年 

(平成30年7月～) 

会長 

 澤井久和 

幹事 

 坂田兼則 

・2018年7月6日(金)（平成30年） 

  今年度最初の例会（創立以来・1801回例会） 

・2018年8月17日(金)（平成30年） 

  西日本豪雨災害義援金300,000円 

・2018年11月4日(土・祝) 於：サンスクエア堺 

  「第8回子ども囲碁フェスタ・堺」盛大に開催 

  参加小学生53名 父兄含め約170名参加 

・2019年3月4日(月)（平成31年） 

  フェニーチェ堺芸術文化創造基金100,000円 

40 2019年～20年 

(令和 1年7月～) 

会長 

 木畑 清 

幹事 

 中田 学 

・2019年7月5日(金)（令和1年） 

  今年度最初の例会（創立以来・1844回例会） 

・「ロータリーの友」8月号「ロータリーデー・拡大例会」 

   友愛の広場欄掲載 

・2019年7月22日(月)（令和1年） 

  フェニーチェ堺芸術文化創造基金50,000円 

・2019年9月（令和1年） 

  堺警察署 特殊詐欺未然防止看板製作・設置に協力 

・2019年11月10日(日)（令和1年） 於：サンスクエア堺 



年  度 会長・幹事 主 な 出 来 事 

  「第9回子ども囲碁フェスタ・堺」盛大に開催 

  参加小学生78名 父兄含め約200名参加 

・2019年11月（令和1年） 

  台風15号及び19号災害 義捐金 207,154円 

・「ロータリーの友」11月号「仁徳天皇陵の清掃奉仕を振り返って」 

  友愛の広場欄掲載 

・2020年1月9日(木)（令和2年） 

  堺9ＲＣ新春合同例会・互礼会 於：ホテルアゴーラリージェンシ 

  ー大阪堺 ホストクラブとして挙行 約180名参加 

・2020年3月～5月（令和2年） 

  新型コロナウイルス パンデミックの影響により感染拡大防止のた 

  め例会自粛（3/6、3/13、4/10、4/17、4/24、5/8、5/15、5/22、5/29  

  以上9日の例会を休会とした） 

  例会自粛中も広報委員会により週報を隔週ではあるが発行送付 

・2020年4月27日(月)（令和2年） 

  新型コロナウイルスの影響でマスクが入手困難となる中、 

  清心寮、泉ヶ丘学院、愛育社、麦の会作業所の4か所の施設へマス 

  ク各1,000枚、合計4,000枚寄贈 

・2020年6月（令和2年） 

  ダメゼッタイ募金 堺市環境薬務課へ300,000円寄付 

41 2020年～21年 

(令和 2年7月～) 

会長 

 山中 喜八郎 

幹事 

 塩見 守 

・2020年7月3日(金)（令和2年） 

  今年度最初の例会（創立以来・1881回例会） 

・2020年7月10日(金)（令和2年） 

  令和2年7月豪雨災害 義援金 263,000円 

・2020年9月29日(火)（令和2年） 

  堺市立町や歴史観 山口家住宅へ来館者用ベンチ2脚を寄贈設置 

  （創立40周年記念事業）堺市より感謝状を受賞    

・2020年10月3日(土)（令和2年）  

  於：南海グリル東店3Ｆ「宴」 

  創立40周年記念例会・食事会を開催（新型コロナウイルスの影響 

  により簡素化し、会員・家族で祝う） 

 


