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2021年 1月 15日・第 1901号・第 1902号 

 

 2021年 1月 15日(金)第 1903回 

卓 話 「民法（債権法）改正 及び 

     自筆証書遺言保管制度について  」       

卓話者   白木 敦司 会員 

今週の歌  「 君が代 」 「 奉仕の理想 」 

      「 バースデーソング 」 

入会式  北村勝
まさ

博
ひろ

 新会員 

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（1月度）  

 畑中一辰会員(1日) 木畑 清会員(2日)   

  塩見 守会員(11日)  奥野圭作会員(17日) 

  綿谷伸一会員(17日) 白木敦司会員(29日)  

 白木祥子様(6日)   中田のり江様(17日)  

 田口美保子様(19日)  

〇結婚記念祝い（１月度）  

 國井 豊会員(15日) 池永隆昭会員(22日) 

◆米山功労者 表彰 

 濵口正義会員…第 80 回メジャードナー 

 嶽盛和三会員…第 18 回メジャードナー 

 

 

 

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：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 

 

2021年 1月 22日(金)第 1904回 

卓 話 「 球団にかける夢 」 

卓話者 堺シュライクス  

     監 督  大西 宏明 様 

     球団代表 畑  康裕 様 

紹介者 城岡 陽志 会員 

本日の例会 

 

時間 

 

「歓迎のうた」 

 

あなたもわたしもロータリアン 

心も裸で さあ握手 

あなたもわたしもロータリアン 

心もひとつで さあ握手 

さあ握手 
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前回までの例会 

 2021年 1月 3日(日)第 1902回 

「新春特別例会 開口神社年始参拝」 

 

 

 

 

2020年 12月 19日(土)第 1902回 

『忘年家族例会』 急遽中止 

定款第 7条第 1節（１）（ｄ）より休会 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「上半期を顧みて」 

             会長 山中喜八郎 

 

 上半期を顧みるにあたり、やは

り新型コロナウイルス感染症の話

は避けては通れません。1年前のこ

の時期は、まさか感染症が世界中

に大きな影響を与え、我々の日常

生活まで変えることになるとは想像していませ

んでした。 

例会も南海グリルさんにもご協力いただきなが

ら、会場設営にも感染防止を心がけ、工夫しな

がら行ってまいりました。 

そんなコロナ禍の中でも、皆さんのご協力、ご

理解により、ささやかではありますが、創立 40

周年記念例会をとり行い、お祝いできたこと、 

何より嬉しく、心より感謝いたします。ありが

とうございました。 

当たり前にできていた活動も今年度は制限、自

粛せざるをえませんでしたが、上半期を振り返

ってみたいと思います。 

 

7月 10日（金）畑中一辰会員が戻ってきてく 

 れ、入会式、又、ガバナー補佐の中野一郎様 

 をお招きしてクラブ協議会を行いました。 

７月２５日（土）大阪マリオット都ホテル 19 階 

 『ライブキッチン COOKA（クーカ）』にてビア  

 パーティーを開催 

8月 21日（金）ガバナーエレクト 豊岡 敬 様 

 がビジターとしてご来会くださいました。 

9月例会より長らく療養中の那須会員が元気にな 

 られご出席いただけるようになりました。 

9月 4日(金) 藤井秀香ガバナー公式訪問 

9月 29日(火)創立 40周年記念事業の一つ、堺市 

 立町家歴史館 山口家住宅へ来館者用ベンチ寄 

 贈設置を行い、堺市より感謝状をいただきま 

 した。 

10月 3日(土)南海グリル東店 3Ｆ「宴」に於い 

 て「創立 40周年記念例会・食事会」を会員、 

 家族で行い、ささやかながらお祝いをしまし 

 た。 

10月 24日（土）「ポリオデー」に地区のポリオ 

 根絶及び新型コロナウィルス感染終息祈願法 

 会に賛同しました。 

11月 今年度「子ども囲碁フェスタ・堺」は残 

 念ながら中止となりましたが、今年で参加資 

 格を失う第 9回参加の 5年生へ今後も囲碁に 

 触れていただけるようなプレゼントを贈りま 

 した。 

12月 19日（土）恒例の「忘年家族例会」を感染 

 防止対策を心がけシェラトン都ホテル大阪で  

 開催予定でしたが、毎日新型コロナウイルス 

 の感染者の増加が止まらず、皆様の感染予防  

 安全を考慮いたしました結果、やむなく開催 

 を中止といたしました。 

 感染拡大が収まりましたら、今年度中に代替 

 の家族例会を開催いたしたいと思います。 

 

以上、上半期、ご協力いただきましてありがと

うございました。下半期もどうぞよろしくお願

いいたします。 

 

会長の時間（12月 11

日） 

＜12月11日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            22名 
欠席会員               8名 

    ゲスト              0名 
    ビジター            0名 

＜1月3日(日)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            15名 
欠席会員              15名 

    ゲスト              0名 
    ビジター            0名 
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社会奉仕委員会 

   「＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」 

            社会奉仕委員長 池永 隆昭 

 

 12 月度「ダメ ゼッタイ」募金を行

いました。 

募金金額は、１０，９００円でした。 

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

 

 

  広報委員会 

   「新年特別例会 開口神社 年始参拝」 

            広報委員長 坂田 兼則 

 

 令和３年１月３日（日）、の開口神

社参拝が執り行われました。 

今年は薄曇りで冷たい空気の中で

はありましたが、コロナにも負けず

恒例の開口神社参拝を山中会長始

め会員１５名（プラス事務局坂上さん）で行いま

した。 

コロナの中、神殿での儀式も簡素に執り行われ、

その後記念写真を撮り、解散となりましたが、御

出席いただきました会員皆様の元気な姿を拝見

し、今年も堺北ロータリークラブの活発な活動が

期待されるところです。健康に感謝！ 

 

 

  

（50音順） 

池田茂雄会員 例会場での例会、今年最後となり 

       ました。皆さん良いお年をお迎え 

       くださいませ。 

城岡陽志会員 先ほどまで、テレビ局で藤永君と 

       撮影撮りしてきました。この業界 

       はブラック企業で、徹夜族続いて 

       ました。 

嶽盛和三会員 先週家内の誕生日祝いありがと 

       うございました。 

永富久紀会員 来年の年初め例会欠席させて頂 

       きます。 

那須宗弘会員 山中会長、上半期ご苦労様でした。 

畑中一辰会員 やっと新車来ました。 

       うれしい～～～  

       10年ぶりの新車です。  

藤永 誉会員 先週お休みすいませんでした。 

       笹山さんありがとうございます。 

       山中会長、塩見幹事、折り返し地 

       点通過です。 

山中喜八郎会員 元気になりますよ。 

米澤邦明会員 1970年の大阪万博から早いもの 

       で 50年ですね。 

       そう言えば、事務局の坂上さん本 

       日誕生日なんですね！ 

       注：万博と坂上さんの誕生日は関 

       係ありませんので、念のため！！ 

             合計２５，０００円 

 

◆米山特別寄付：嶽盛和三会員・米澤邦明会員 

 

 

 

 

（１）配布物（12月 11日） 

   ・週報  ・ロータリーの友 12月号 

 

（２）他クラブ例会変更のお知らせ 

 堺ＲＣ･･･1月 14日(木)、21日、28日休会 

 堺南ＲＣ･･･1月 18日(月)､25日､2月 1日休会 

 堺東ＲＣ･･･1月 19日(火)､26日､2月 2日休会  

 堺泉ヶ丘ＲＣ･･･1月 19日（火）休会 

 

（３）地区大会事務所より地区大会のご案内 

 国際ロータリー第 2640 地区 2020-2021年度地

区大会を一日のみで、3月28日（日）に岸和田東

ロータリークラブのホストにより岸和田市で開

催いたします。 

コロナ禍の状況の中でも安心してご参加いただ

ける地区大会を目指し、全力で皆様方をお迎えす

る所存でございます。参加者同士が十分にソーシ

ャルディスタンスを保てるよう感染防止対策を

したうえでの開催を心がけて 参ります。 

委員会報告(12月 11日) 

委員会報告(1月 3日) 

ＳＡＡ報告 

幹事報告 
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公私ともにご多忙とは存じますが、皆様方のご参

加をよろしくお願い申し上げます。 

【開催日時】 

 ２０２１年３月２８日（日） 

 受 付 １２：００ 

    １２：３０～ 

    オープニングパフォーマンス 

    「久米田高校和太鼓」 

 本会議 １３：００ 

 閉  会 １７：３０ 

【会 場】 南海浪切ホール 大ホール 

  岸和田市港緑町１１ ℡：072-439-4173 

  

＊改めて後日出欠をお尋ねしますので、ご予定 

 お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）地区大会事務所より 

    地区大会記念ゴルフのご案内 

 日 時：2021年 3月 13日（土） 

    午前 7：30登録開始 

    午前 8：00葛城コース、岩湧コース、 

      金剛コースより同時スタート 

 会 場：泉ヶ丘カントリークラブ 

  〒590-0106大阪府堺市南区豊田 2990-226 

   TEL 072-292-8500 

 競技方法：ダブルぺリア方式 

 参加費用：参加登録費 10,000円 

 （参加費、ホールアウト後の食事代、賞品代） 

  ※プレイ費は各自フロントにてご精算をお 

   願いします。 

 参加定員：200名先着順にて締め切ります。 

＊ご参加いただけます方は、クラブ事務局まで 

 お知らせください。取り纏めて登録いたします。 

1月3日(日) 新年特別例会 開口神社にて 


