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前回の例会 

2020年 12月 4日(金)第 1900回 

    『 フリーフォーラム 』 

テーマ： 「withコロナ時代について」他 

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・出席報告・ 

会長の時間・年次総会・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

〇会員・奥様誕生祝い（12月度） 

 泉谷一郎会員(4日) 

 塩見直子様(3日) 嶽盛幸子様(25日) 

 堀畑キヌ子様(26日) 澤井ふみ様(30日) 

〇結婚記念祝い（12月度） 

 泉谷一郎会員(4日) 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2020年 12月 11日・第 1900号 

 

 2020年 12月 11日(金)第 1901回 

卓 話： 「 上半期を顧みて 」       

卓話者：  山中 喜八郎 会長 

今週の歌  「 それでこそロータリー 」 

      「 堺北ＲＣの歌 」 

      「 雪の降る街を 」 

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（12月度） 

 該当者なし 

 

 

 

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：田口 隆 

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12月 19日(土)第1902回 

『 忘 年 家 族 例 会 』 

17：30～（17：00～受付） 

於：シェラトン都ホテル大阪（上本町） 

   4Ｆ「大和の間」 

＊尚、12月18日（金）の例会は上記に変更  

 いたします。 

本日の例会 

 

時間 

 

＜12月4日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           30名 
出席会員           17名 
欠席会員             13名 

     ゲスト             1名 
    ビジター           0名 

今週の歌「 雪の降る街を 」 
   雪の降る街を 雪の降る街を 
   想い出だけが 通りすぎてゆく 
   雪の降る街を 
   遠い国から 落ちてくる 
   この想い出を この想い出を 
   いつの日かつつまん 
   温(あたた)かき幸せのほほえみ 
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   『 フリーフォーラム 』 

          進行・記録 塩見 守 

 本日は、フリーフォーラムとさせて頂きま

す。テーマは「withコロナ時代について」でご

ざいます。今週に入って大阪は赤信号が点灯し

ましたが、我々はできるだけの活動をしていき

たいと思っています。もちろんコロナに感染さ

せない、感染しないを大前提に考えて行う様に

しますが、開催する事を自粛した方がいいので

は、との声もあります。そこで今回は、皆様の

ご意見を頂戴したいと思っています。先ずは、

12月 19日に予定している忘年家族例会について

ですが、この時期はロータリーとして社会的な

立場、模範になる行動も考えて自粛した方が良

い、毎日の報道を見ていると集まるのは避けた

方がいい、というご意見を頂きました。しかし

ながら、多数の方々のご意見は、今回の開催場

所のシェラトン都ホテル大阪様の感染対策を聞

いて、これなら開催してもいいのでは、後は個

人のやれる対策をすれば大丈夫では、というご

意見が多く聞かれました。そこで、開催日も近

いことから早急に最終参加人数を確認したいと

思います。やはり不安をお持ちの会員様、ご家

族様、一度は参加希望されていても、やはり今

回は自粛しようと考えておられるかもしれませ

ん。皆様お一人お一人のご判断にお任せしたい

と思っています。 

 次に、今後の例会についてお尋ねします。今

後も通常通り例会は開催した方がいいのでは、

というご意見が多数でした。やはり例会を休会

してしまうと、退会希望者が出てくる可能性が

高くなるという理由から、現時点ではこのまま

続けて行いたいと思います。しかしながら、今

後も状況を見守りながら検討も必要になるかも

しれませんので、その時はご了承ください。 

 最後に 40周年記念旅行についてですが、もう

少し時期をずらして考えた方がいい、というご

意見が多数でしたので、春先を目途に考えたい

と思います。 

 

＊「創立 40周年記念事業 仮決算報告」を配布

し、池田会計よりご説明いただきました。 

 

   

    

 

  会長・候補者指名委員会 代表 山中喜八郎 

 

 それでは、堺北ロータリークラブ細則第 5条

「会合」第１節の規定に基づき、「年次総会」を

開催いたします。議案は次の通りです。 

１.  2021-22年度理事・役員の件 

（週報後方ページに掲載） 

２． 2023-24年度会長・幹事の件 

     会長候補に 笹山 悦夫 会員 

     幹事候補に 中田 学 会員  

同意される方は、拍手をもって賛意を示して下

さい。 

会員数 30 名、出席会員 17 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 2議案、賛成多数で承認

を得ました。ご協力ありがとうございました。 

     

 

       

 

会長 山中喜八郎 

  

 皆様おはよう御座います。 

 会長をさせていただきました

のに、入院をしまして幹事さんを

はじめとして、皆様にはご迷惑を

お掛け致しました。 

改めましてお詫び申し上げます。申し訳ございま

せん。大丈夫かと申されますと、まだハイとはお

答えし難いのですが、皆様方にご迷惑をお掛けし

ていることを考えれば、やらねばと思い、出て来

ておりますので、間違いがあっても、勝手ですが、

お許しいただきたく思います。 

さて、12月に入り、1年の締めをせねばならない

時期です。 

12月 19日（土）が忘年家族例会の予定です。此

の事が気になり、皆様とお話をして、楽しい 1年

の締めくくりにしたいと思っております。今年も

皆様方には、本当に本当に支えて頂きました。 

今日は 12 月 4 日です。忘年家族例会迄、後半月

です。頼りない会長ですが、どうぞ宜しくお願い

致します。 

 

 

卓 話 

会長の時間 

年 次 総 会 
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（50音順） 

岸和田東ＲＣ 和田様、岩出様、山内様、 

堺北ＲＣ 池永会員 

       北輪会、参加させていただきあり 

       がとうございました。 

木畑 清 会員 コロナに負けるな！ 

塩見 守 会員 妻の誕生日祝いありがとうござ 

       いました。本日のフリーフォーラ 

       ムよろしくお願いします。 

城岡陽志会員 12月 6日㈰、毎日放送ラジオ朝 

       8：30から9時迄耳を貸して下さ 

       い。私の半生を語ります。 

嶽盛和三会員 中川さんお手数お掛け致しまし 

       た。ありがとうございました。 

中川 澄会員 城岡会員のご紹介で伊方町から 

       お魚を送ってもらいました。丸ま 

       ま届いたらどうしようかとおび 

       えていましたが、きれいに調理さ 

       れていました。 

中田 学会員 堀畑さん柿とさつまいもありが 

       とうございます。 

永富久紀会員 米澤さん記念写真を撮影ご苦労 

       様でした。 

平野祥之会員 米澤さん写真撮影ありがとうご 

       ざいます。 

堀畑好秀会員 妻の誕生日祝いを戴いて。忘れな 

       いようにします。 

山中喜八郎会員 今日もよろしくお願いします。 

米澤邦明会員 阪神ファンは声援の強さがチー 

(阪神ファン)ムの強さです。無観客試合ではな 

       かなか勝てません。 

       今年は 2位、来年はきっと〇〇位 

       でしょう！ 

             合計４１，０００円 

 

 

（１）配布物 

   ・週報  ・年次総会資料 

  ・創立 40周年記念事業 仮決算報告 

（２）年末年始例会変更・休会のお知らせ 

 年末年始は例会変更や休会が多くなりますの 

 で、今一度ご確認いただきまして、お間違い 

 なきようよろしくお願いいたします。 

◆12月 18日（金）⇒12月 19日（土） 

 「忘年家族例会」へ変更 

  17：30～（受付 17時～） 

 於：シェラトン都ホテル大阪 4階「大和の間」 

◆12月 25日（金）⇒ 休 会 

◆2021年 1月 3日（日）⇒同日 10：30集合 

 「特別例会 開口神社参拝」 

  集合場所 ： 開口神社境内  

 出欠の御返事は12月25日までに事務局へお願 

 いします。別紙ご案内いたします。 

◆2021年 1月 15日（金）⇒通常例会 

 1月14日(木)「堺8ＲＣ新春合同例会・互礼会」 

  が中止になりましたので 15日（金）通常例会 

  に戻します。 

 

            

第６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、笹山 

（会計監事：坂田） 

日 時  ２０２０年１２月４日（金）例会後 

場 所  南海グリル東店 3Ｆ「宴」 会議室 

議 案   

１．１１月度 8ＲＣ連絡会について  － 報告 

２. 創立40周年記念事業 仮決算報告 － 承認 

３. 下半期会費の件 － 承認 

４. 令和 3年 1月 3日（日）を「特別例会 開口 

 神社参拝」とし、1月 8日（金）を特別例会へ  

 変更する件 － 承認 

 例年通り御祈祷いただけるとのことです 

５．令和 3年 1月 14日（木）「堺 8ＲＣ新春合同 

 例会」中止のため、1月15（金）を通常例会に 

 戻す件 － 承認 

６. 新入会員 2名 入会式について  

 新入会員 北村勝博氏 

 ・・・令和 3年 1月 15日（金）例会にて入会式 

 新入会員 𠮷村博勝氏 

 ・・・令和 3年 1月 22日（金）例会にて入会式  

 － 承認 

７．事務局 冬期賞与の件 

  例年通り支給 － 承認 

８．事務局 冬期休暇の件 

  幹事一任 

９． その他 

 ・忘年家族会 感染状況が変わっているので、 

  再度出欠の確認をし開催の方向 － 承認 

ＳＡＡ報告 

その他 

幹事報告 
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 ・社会奉仕 池永委員長よりマスク寄贈いただ 

  きました － 報告 

 

８ＲＣ連絡会 

  １１月度 堺８RC新旧合同連絡会議事録 

日時：2020年 11月 19日（木）16：00～ 

場所：ホテルアゴーラリージェンシー堺  

    2Ｆ「ラ・プリマ」 

議案 

1.仁徳天皇陵案内板の件 

 堺市で和文は出来上がりましたが、英文は１１ 

 月末にできます。堺東南ＲＣの名前は残す。 

２.堺学検定について 

 ・堺おおいずみＲＣ→興味を持つ会員さんが多 

  い。新聞等で報道してもらえるといい。 

  堺の著名な方にも受けてもらい発信しても 

  らいたい。 

 ・堺中ＲＣ→自分たちの住んでいる堺をもっと 

  知ろう。 

 ・堺南ＲＣ→協賛はします。検定のお知らせは 

  会員にするが受験は自由参加とする。 

 ・堺ＲＣ→このような活動をしますが、会員さ 

  んには一緒にご参加いかがですか？という 

  ように呼び掛ける。 

その他：  

○中野ガバナー補佐よりＩ・Ｍを復活してはどう 

 か？午前は勉強会・午後は討論会 

 ・堺泉ケ丘ＲＣ→役員の方々がやろうと言えば 

  スタートできる。 

・堺東ＲＣ→今後一緒にやる方向で。（今はコロ 

  ナでむつかしい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・堺北ＲＣ→復活に興味を持つ。クラブに帰っ 

  て発信します。 

 ・堺おおいずみＲＣ→研修をして頂くのは有難 

  い。会員が集まれる場は関われるよい機会 

  となる。 

 ・堺ＲＣ→Ｉ・Ｍは主催者が大変なのでホスト 

  クラブに頼り切るのではなく、各クラブより 

  メンバーを決める。 

○忘年会・例会について今後どのように考えてい 

 るか。 

 忘年会→昼間に変更・家族を呼ばない・ビンゴ 

  をやめた・中止する・シェラトン都ホテル大 

  阪で間隔をとって  

 例会→オンラインで？ 

 

 

会長　　　　　（役員） 中川　澄 クラブ奉仕   （理事） 木畑　清

会長エレクト （役員） 塩見　守 職業奉仕      （理事） 坂田兼則

副会長       （役員） 笹山悦夫 社会奉仕     （理事） 中田　学

幹事          （役員） 綿谷伸一 国際奉仕     （理事） 池永隆昭

SAA           (役員） 笹山悦夫

会計          （役員） 池田茂雄

副幹事　藤永　誉 直前会長　山中喜八郎（役員） 直前幹事　塩見　守

副SAA　畑中一辰 （会計監事　永富久紀　　）
その他

２０２１年～２０２２年度　　理事・役員　（選考案）

候補者指名委員会　代表　山中喜八郎

理事・役員

12月会員・奥様誕生祝い代表 嶽盛和三会員 

 

12月度米山奨学金支給 陳 敏彪 様 

 


