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前回の例会 

 2021年 2月 5日(金)第 1906回 

「 第２回クラブアッセンブリー 」 

各委員会委員長 

今週の歌  「君が代」」 

     「奉仕の理想」  

       「バースデイソング」 

お客様紹介・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(２月度)  

山中喜八郎会員(7日) 永富久紀会員(11日) 

藤永 誉会員(14日)   池永隆昭会員(14日) 

辰 正博会員(23日)   池田茂雄会員(26日) 

笹山 恭子様(2日)  

〇結婚記念祝い（２月度）  

𠮷村博勝会員（25日） 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2021年 2月 12日・第 1906号 

 

 2021年 2月 12日(金)第 1907回 

卓 話  「 鳥羽・志摩の海女 」 

卓話者    永富 久紀 会員 

今週の歌  「 我らの生業 」 

     「 忘れな草をあなたに 」  

入会式  鶴 啓之 新会員 

お客様紹介・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(２月度)  

 中田 学 会員（第１８回目） 

 

 

 

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 

 

2021年 2月 19日(金)第 1908回 

卓 話  「 珈琲教室 」 

卓話者  三喜屋珈琲株式会社 

     代表取締役社長 園田 高久 様 

紹介者  辰 正博 会員 

本日の例会 

 

時間 

 

＜2月5日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            32名 
出席会員            21名 
欠席会員              11名 

    ゲスト              0名 
    ビジター            0名 
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             会長代理 木畑 清 

 

<戦国史> 

家康と対決した前田利家が腰砕け

になる。秀吉死後の家康の専横ぶ

りに対して、前田利家をリーダー

格に五大老と五奉行の九人が前月

半ば連名で詰問した。このため諸

大名は伏見城の家康派と大坂城の利家派に分裂

して一触即発の状況になっていたが、1599年

（慶長 4年）2月 5日、利家は細川忠興・加藤清

正の仲介で伏見の家康を訪れ、和解の誓紙を交

わした。 

このとき利家は 63歳で死病を病み、他の五奉

行・五大老の先頭に立って家康と対決する気力

も体力も失われていた。家康との対面は「（嫡男

の）利長が事頼み参らするところ、ただ君にあ

りとて合掌して請い申せしかば、東照宮懇
ねんご

ろに

これをうけがわせたまい 御脇指を賜う」と、 

主従のやりとりになってしまった。 

二ヶ月後に利家が死亡すると、五大老五奉行体

制は崩壊し豊臣秀頼政権で家康の優位が明確に

なる。 

反家康派は石田三成を中心に先鋭化していく。 

 

 

 

会員増強委員会 

委 員 長 嶽盛和三 

副委員長 城岡陽志 

委   員 堀畑・國井・宇瀨・北側・中田・ 

 中川・奥野・田口・濵口・藤永・永富・平野 

〇上半期活動報告 

（1）7月 10日再入会いただいた 

 畑中一辰会員の入会式を行う。 

（2）9月 26日すでに入会いただい 

 ております𠮷村博勝会員の処へ紹 

 介者であります北側会員、城岡会員と私の 3 

 名で入会のお願いに尋ねた。 

〇下半期活動計画  

 (1) 1月 15日北村勝博会員の入会式を行う。 

（2）1月 22日𠮷村博勝会員の入会式を行う。 

（3）4月 16日(金)夜間例会に変更し「拡大例 

 会」を開催予定。 

（3）近々吉村会員、北側会員の紹介にて 

 鶴 啓之様が入会予定です。 

 

親睦活動委員会 

委 員 長 澤井久和 

副委員長 笹山悦夫 

委  員 宇瀨・奥野・國井・城岡・坂田・   

 辰・中川・中田・米澤・綿谷・池永・永富・ 

 白木・畑中 

〇上半期活動報告 

（1）ビア・パーティー7月 25日 

 (土)マリオット都ホテル大阪 19 

 階にてコロナの影響によりスタ 

 イルを変えて実施。 

（2）忘年家族会 12月 19日(土)シェラトン都ホ 

 テル大阪(上本町)実施予定がコロナの為、中 

 止。 

〇下半期活動計画 

（1）春の日帰り親睦家族旅行思案中 

（2）最終例会 6月 19日(土)南海グリル東店 

 ３階にて思案中 

 

広報委員会 

委 員 長 坂田兼則 

副委員長 池田茂雄 

委    員 國井・田口・笹山・永富 

〇上半期活動報告 

 例年のとおり、担当者による「ロ 

 ータリーの友」の紹介を行い、週 

 報においても事務局の協力により 

 発刊しました。 

〇下半期活動計画 

 例会時における写真の記録保持とクラブ週報 

 掲載記事の収集に努め、週報の充実を図る 

 

ホームページ委員会  

委 員 長  池田茂雄 

副委員長  笹山悦夫 

委    員  米澤・藤永 

〇上半期活動報告･下半期活動計画 

(1) 堺北ロータリークラブのイメー 

 ジアップを目指しながら、各種の 

 情報を発信しております。 

(2) ホームページを通して発信した 

会長の時間 

第 2回 ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ   
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 各種の情報は、このホームページ上に記録と 

 して備蓄されます。そのため、後日に役立つ 

 有益な資料となるよう心がけながら掲載内容 

 の充実に努めております。このホームページ 

 は当クラブの活動状況を記録として保存する 

 ための保管用倉庫としての役割が大きいので  

 す。 

(3) ホームページを通して、当クラブ会員の皆 

 さまへは、会員の個人情報である会員専用ペ 

 ージ上に、例会出席状況やニコニコ箱収入な 

 ど個人別情報など有益な各種の情報を発信し 

 ております。また、広く一般の皆さまへ向け 

 ては、ロータリーの諸活動を理解していただ 

 くべく各種の情報を発信しております。 

(4) タイミングよく更新を行うべく、次の項目 

 については常時更新しております。 

① 毎週発行のクラブ週報の紹介 

② ブログ＆ニュース・その時々の活動報告など 

③ 会員専用ページ 

・ 例会出席の個人別の記録 

・ ニコニコ箱収入の個人別の記録 

・ 毎月の「一般会計の部」及び「ニコニコ会計 

 の部」の会計報告 

 委員会としては、大所、高所からはみており 

 ますが、更新作業は事務局 坂上氏にやっても 

 らっております。ありがとうございます。 

(5) 当クラブホームページの内容は、大別して 

 50項目ありますが、前項以外の項目について 

 は毎年度末並びに、毎年度初めに更新するよ 

 うにしています。 

(6) ホームページ上の「子ども囲碁フェスタ」 

 サイトには行事開催の詳細なお知らせや、メ 

 ールによる参加申込みの受付、それに行事が 

 終わればホームページ上で詳細な報告をいた 

 します。 

(7) 現在、毎日４０件ほどのアクセスをいただ 

 いておりますが、大阪周辺から「７５％」、東 

 京周辺から「２５％」となっています。更 

 に、外国からは毎月２０件前後のアクセスが 

 あります。嬉しいことでありますが、そのた 

 め掲載内容につきましては、クレームなどの 

 トラブルが発生しないよう慎重に対応してお 

 ります。 

  当クラブでは、毎週発行する週報を翌週に 

 はホームページ上にアップし、世界中どこか 

 らでも見られる状態となっております。会員 

 の皆さんが週報に載る原稿を書かれる際には 

 特にこのことに注意して頂き、又、写真の選 

 定についても同様であります。広報委員長さ 

 んをはじめ委員の皆さん、週報チェックにつ 

 いては特に注意して頂くようお願い致しまし 

 た。 

(8) トップページ左側上に、下記の通りの「目 

 次 ８項目」が表示されております。 

① 会長挨拶（会長の顔写真入りで表示） 

② クラブ週報の紹介（活動状況などが詳細に記 

 載されている） 

③ ブログ＆ニュース（主な活動状況など） 

④ 例会プログラム等行事予定（例会予定や卓話 

 者スケジュールなど） 

⑤ クラブの紹介（クラブ創立から現在までの歩 

 みを詳細に紹介） 

⑥ ロータリークラブとは（ＲＩ会長・ガバナー 

 のメッセージなど） 

⑦ 会員専用ページ（出席状況・ニコニコ箱収入 

 などの会員個人情報） 

⑧ リンク（ロータリー関連団体へのアクセス） 

 

出席委員会 

委 員 長 綿谷伸一 

副委員長 白木敦司 

委    員 池永・那須・中田 

〇上半期活動報告 

 今期より藤永会員が企画してくだ 

 さいました「ZOOM DE 例会」が始 

 まりました。 

〇下半期活動計画 

 今後もコロナウイルス感染症防止対策として、会 

 員ならびにご訪問者、関係者の「健康・安全・安 

 心」を最優先に考え、例会の出席を進めて参りま 

 す。 

 

職業奉仕委員会 

委 員 長 城岡陽志 

副委員長 永富久紀  

委    員 那須・奥野・三上・泉谷 

〇上半期活動報告 

 計画していた行事がコロナで外出 

 しての活動ができなかった。 

 堺市に堺シュライクスというプロ 

 野球を目指す野球チームが 2年前 

 に発足して昨年優勝したチームがあります。 
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 ご縁があり冠に堺とついてるので、これは堺市の 

 企業や団体が応援してやらなければいけないと 

 使命感を感じました。 

 先日クラブの例会で説明会と監督の抱負をアピ 

 ールして貰いました。このチームを応援するのも 

 職業奉仕の活動にマッチすると考えています。 

〇下半期活動計画 

 下期もコロナは当分収まりそうもなく堺シュラ 

 イクスの支援をしていくことに方針変更しまし 

 た。 

 市役所の関係者、会議所の会頭はじめ関係者と支 

 援の方法や手段を打ち合わせしています。 

 協賛企業の募集と試合の前売り券の募集活動に 

 的を絞りチームと連携を取りながら進めていき 

 たく活動をしていきます。 

 またクラブメンバーと野球の試合見物を企画し 

 ていきます。 

  

社会奉仕委員会 

委 員 長 池永隆昭 

副委員長 中田 学 

委  員 藤永・那須・坂田・白木 

〇上半期活動報告 

（1） 秋の仁徳天皇陵清掃 中止 

（2） 秋の交通安全 中止 

（3） 清心寮の子供たちとの交流 

  （夏合宿・バーベキュー）中止 

（4） ガールスカウトさんとの交流（新年会）中止 

（5） ダメゼッタイ募金活動（毎月第 3例会） 

 北輪会及び記念例会に於いて マスクの配布を行 

 った。 

〇下半期活動計画 

 今期中は 人が密になる活動は中止又は延期にな  

 る事が予想される。 

 寄付活動も含め 柔軟に対応したい。 

 

新世代委員会 

委 員 長 平野祥之 

副委員長 藤永 誉 

委  員 澤井・白木 

〇上半期活動報告 

 3月に予定されておりました地区  

 ライラセミナーが中止となりまし 

 た。 

〇下半期活動計画 

 ローターアクト地区献血活動が 2021年2月28日

（日）以下4か所で10時から開催されます。 

 ①メッサオークワガーデンパーク（和歌山市） 

  担当クラブ：御坊RAC・和歌山東南RAC 

 ②いこらも～る泉佐野（泉佐野市）  

  担当クラブ：岸和田 RAC・松原RAC 

 ③エコール・いずみ（和泉市） 

  担当クラブ：河内長野RAC・富田林RAC 

 ④イオンモール堺北花田（堺市） 

  担当クラブ：堺RAC 

 コロナ禍によって血液がさらに不足しているこ 

 とを踏まえ、感染対策をしっかりと取りながら実 

 施するとのこと、また献血事業の理解とローター  

 アクト活動の認知度を高め、会員増強を目的とし 

 ているだけでなく、ロータリー活動への理解者や 

 支援者を増やしていくことも考えての取り組み 

 のようですので、ご協力いただける方はお願いい 

 たします。 

 

国際奉仕委員会 

委 員 長 宇瀨治夫 

副委員長 綿谷伸一 

委  員 嶽盛・平野・澤井・泉谷・池永 

〇上半期活動報告 

 友好クラブとのグローバル補助金

（母と子の命を救うプロジェクト）と  

 地区補助金（浄水器設置プロジェク 

 ト）は共に承認され財団、地区より  

 入金済です。 

〇下半期活動計画 

 正式な贈呈式はCOVID‑19の状況をしっかりと確  

 認し贈呈式の日付を相談し、決めていきたいと報 

 告がありました。 

 

ロータリー財団委員会 

委 員 長 國井 豊 

副委員長 田口 隆 

委  員 堀畑・濵口・嶽盛 

〇上半期活動報告 

 (1) 10月には、三上尚嘉会員がポー 

 ル ハリス フェロー③の表彰を受け 

 ました。 

 (2) 国際ロータリー第2640 地区にて2020年10月 

 24日（世界ポリオデー）に世界遺産であり、祈り 

 の聖地である高野山の金堂（本尊：薬師如来）に  

 おいて、≪ポリオ根絶と新型コロナ終息の祈願法 

 会≫を行うにあたり、協力の依頼があり、当クラ 
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 ブも賛同し、ロータリー財団予算より 

 ＠1,000 円×30 名＝30,000 円を寄付いたしま 

 した。（1,000 円の内訳は祈祷料 500 円、ポリオ 

 寄付500円となります。） 

 (3) ロータリー財団月間の 11月6日には嶽盛財団 

 委員のご紹介で元ロータリー財団奨学生 梅林寺  

 御住職 木下大朗様にご来会いただき、「財団奨学 

 生イタリア留学紀行」をお話いただきました。 

〇下半期活動計画 

（1）半期会費納入時に 11,000円集金させていただ 

 いておりますので、年次寄付としてロータリー財 

 団へ送金させていただきます。 

（2）世界、国内のロータリー財団の活動情報等を広 

 報委員会に協力いただき週報に掲載したり、また 

 例会時に回覧するなど、会員の皆様の浄財の活用 

 を知って頂けるよう努力します。 

 

米山奨学委員会 

委 員 長 米澤邦明  

副委員長 嶽盛和三 

委  員 池田・北側・濵口 

〇上半期活動報告 

 <米山功労者 表彰> 

 7月  

 濵口会員･･･第79回メジャードナー 

 米澤会員･･･第 5回マルチプル 

 8月  那須会員･･･第 3回マルチプル 

     奥野会員･･･第 2回マルチプル 

 下半期になりますが 

 1月 濵口会員･･･第 80回メジャードナー 

    嶽盛会員･･･第 18回メジャードナー 

<米山奨学生卓話> 

（1）米山月間の10月9日当クラブ今年度米山奨学  

 生 陳 敏彪さんに「香港－多彩な都市」というタ 

 イトルで卓話をしていただきました。 

（2）地区米山奨学委員会からの依頼で 11月13日 

 松原ＲＣの米山奨学生タジン ミイン ミイヤ チ 

 ョーさん（母国：ミャンマー）に「タジン」とい 

 うタイトルで卓話をしていただきました。 

〇下半期活動計画 

 2021年度米山奨学生受け入れ可能クラブとして 

 地区へ申請しました。 

 

 

 

 

会 計 

委員長 池田茂雄 

〇上半期活動報告･下半期活動計画 

(1) 当クラブは、それぞれ独立した部 

 門別会計により会計処理を行って 

 おり、① 年会費３３万円を財源と   

 した「一般会計の部」、② ニコニコ  

 箱収入を財源とした「ニコニコ会計の部」があり 

 ます。そのほか、③ 災害時のお見舞いなどに当て 

 るための「堺北基金特別会計の部」、④ 周年行事 

 の資金に当てるための「記念行事特別会計の部」、 

 それと⑤ 子ども囲碁フェスタ開催時のための 

 「囲碁フェスタ特別会計の部」の５会計部門があ 

 り、各部門ごとの会計処理並びに預金管理を事務 

 局とともに行っております。 

(2) 前項のうち、「一般会計の部」と「ニコニコ会計 

 の部」については、頻繁に動きがあるため毎月の  

 会計報告を当クラブホームページ上の「会員専用 

 ページ」にアップし、各委員会ごとの予算執行状 

 況などを確認していただけるようにしています。 

 このように当クラブの会計は、会員皆さんに対し 

 て常にオープンにしております。 

(3) 当クラブの預金並びに什器備品類についての 

 保存管理は会計にありと定められており、事務局 

 とともにその保存管理に努めております。 

 

Ｓ Ａ Ａ 

委 員 長 藤永 誉 

副委員長 笹山悦夫 

〇上半期活動報告 

 例会当日にバタバタしないように 

 事前準備として前日に事務局から 

 SAA台本と週報を送ってもらいまし 

 た。 

 これにより、例会前の段取り（挨拶依頼や記念品 

 受け取り依頼など）が円滑に行えるようになりま 

 した。 

 また、リモートの準備等もスムーズになりました。 

〇下半期活動計画 

（1）大きな時計の部品は、そろいましたが全体の 

 デザインを進めて製作に取り掛かります。 

（2）台本をわかりやすく改訂版を制作します。 

 

 

 

 

  ← 米山シンボルマーク 
重なり合うハートは「ロータリア
ン」と「奨学生」。外国人留学生の支
援・交流を通じて国を超えた信頼関
係を築き、世界の平和を願う”心” 
を育てるという、事業創設の願いが
込められています。 
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囲碁大会準備委員会 

委 員 長 宇瀨治夫 

副委員長 塩見・藤永・池永 

委    員 会員全員 

〇上半期活動報告 

 令和2年 11月15（日）「第10回子  

 ども囲碁フェスタ・堺」を開催予定 

 していましたが、新型コロナウイル 

 スの影響で中止とさせて頂きました。 

 この結果、第9回大会に参加下さいました小学 5 

 年生は参加資格を失いました。何か私達にできる 

 ことはないかと考え、お詫び品を送らせて頂く事 

 にしました。山田名誉会員に選んでいただき、8名 

 の小学生と清心寮に令和2年10月13日発送致し 

 ました。 

〇下半期活動計画 

 令和3年11月での開催に向けて、日程調整を始 

 めます。会場の手配、ご後援のお願い、第 1回囲 

 碁大会準備委員会を3月頃に開催したいと思いま 

 す。 

 

 

 

写真同好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 米澤  

〇上半期活動報告 

 Zoomを活用したリモート例会を行 

 いました。 

〇下半期活動計画 

（1）リモート例会の動画記録ができる  

 ように整備します。 

（2）堺北チャンネルの準備を行います。 

（3）コロナが明けた暁には、各委員会活動の記録を 

 撮ります。 

 

ゴルフ同好会 

代表世話人 塩見 守 

世 話 人 藤永・中田 

〇上半期活動報告 

（1）令和 2年9月12日（土）第98 

 回北輪会を天野山カントリークラ 

 ブにて開催いたしました。 

 参加人数は 20名でした。 

（2）令和 2年11月28日（土）第99 

 回北輪会を天野山カントリークラブにて開催い 

 たしました。参加人数は27名でした。 

〇下半期活動計画 

（1）令和3年3月13日（土）地区大会記念ゴルフ 

 大会に参加します。 

（2）令和3年4月10日（土）第 100回北輪会を開 

 催予定しています。 

（3） 令和3年5月頃に日程は決まっていませんが、 

 第90回互輪会をホストクラブとして開催予定し 

 ています。 

 

歩こう会 

代表世話人 中川 澄 

世 話 人 綿谷・藤永・笹山 

〇上半期活動報告  

 新型コロナウイルスノ感染拡大に 

 より、ウォーキングイベントが全面 

 的に中止となり、自主企画も困難で 

 あるため、活動できていない。 

〇下半期活動計画 

 新型コロナウイルス感染拡大状況から活動は困 

 難であると思われる。ただ城岡会員の故郷でおも 

 しろいウォーキングイベントがあることがわか 

 ったのでイベント再開後、参加者を募って参加し 

 たい。次期以降の課題となると思われる。 

 

 

 

 

 

グルメの会 

代表世話人 木畑 清 

世 話 人 綿谷 

〇上半期活動報告  

 新型コロナウイルス感染拡大により、 

 活動できませんでした。 

〇下半期活動計画 

 今後、代表世話人を綿谷会員に代わ 

 っていただくことにいたします。 

  

囲碁同好会 

代表世話人 池田茂雄 

世 話 人 宇瀨 

○ 上半期活動報告･下半期活動計画 

 (1) 同好会としては、活動らしいこ 

 とはやっておりません。ただ「子ど 

 も囲碁フェスタ」参加者からのアン 
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 ケートのなかに、ホームページ上に 

 囲碁に役立つ記事を載せて欲しいとの声があり 

 ましたので、それにお応えすべく囲碁の棋力向上 

 に欠かせない「格言集」を当クラブ「囲碁同好会」 

 からのニュースとしてアップしております。 

(2)「毎月第一日曜日 午後１時から４時まで・新金 

 岡公民館三階会議室」において、「囲碁勉強会」や 

 「囲碁自由対局会」をやっております。これは、 

 ロータリーとしてではなく「池田」が３０年ほど 

 前から個人としてやっておりますが、ご参加いた 

 だければ大変嬉しく大歓迎いたします。以前、当 

 クラブ囲碁勉強会の講師をしていただいていた 

 関西棋院公認インストラクター 栗山 登先生に 

 もご参加いただいております。 

 年間行事のうち、「３月・６月・９月・１２月」の 

 年４回は勉強会ではなく、３０数名の参加者によ 

 る「囲碁大会」を開催しておりますが、現在は新 

 型コロナウイルスのため、開催を中断し、少人数 

 での勉強会をやっております。 

  

伝統文化愛好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 奥野・木畑 

〇上半期活動報告 

 コロナ禍のため、ご案内ができませ 

 んでした。 

〇下半期活動計画 

 このような状況でも発信できるこ 

 とを見つけます。 

 

 

 

池田茂雄会員 誕生日のお祝いをいただきあり 

       がとうございます。 

塩見 守会員 本日のクラブアッセンブリーよ 

       ろしくお願いします。 

城岡陽志会員 私の母校が春の甲子園で 21世紀 

       枠に愛媛代表で最終選考にもれ 

       ました。残念。1億円準備してい 

       たのに！  

嶽盛和三会員 吉村さん、鶴さんご紹介いただき   

       ありがとうございます。 

       外のクラブが休会している間に   

       多くの方に入会いただきましょ 

       う。 

永富久紀会員 誕生日祝いいただきまして。 

那須宗弘会員 藤永 SAAの顔を立てまして。 

平野祥之会員 澤井さんの作業服姿を見て、ホッ 

       コリしました。 

藤永 誉会員 誕生日お祝いありがとうござい 

       ます。今年こそ 100切れるように 

       がんばります。 

𠮷村博勝会員 結婚記念日。結婚して 48年にな 

       ります。あと 2年で金婚式を迎え 

       ます。 

米澤邦明会員 永富会員、次回の例会で志摩の海 

       女さんを呼ばれるのですか？ 

       期待しています。   

綿谷伸一会員 今年の鬼は？ 

       “福は内”“コロナは外”へ 

 （50音順）      合計４０，０００円 

 

 

 

 

第８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  ２０２１年２月５日（金）例会後 

場 所  南海グリル東店 3Ｆ「宴」 会議室 

議 案   

１． 1月度 8ＲＣ連絡会について  

  － 中止のため報告事項なし 

２. 新入会員 入会式について 

  ・2月 12日入会式 － 承認 

３. ３月、４月例会変更について 

・3月 12日(金）夜間「出羽海部屋ちゃんこ例会」  

 ⇒同日 通常例会へ 

・3月 19日(金)通常例会 

 ⇒例会変更 3月 28日(日)地区大会へ 

・3月 26日（金）3/28へ例会変更 

 ⇒同日 通常例会へ 

・4月 2日（金）4/4へ例会変更 

  ⇒ 同日 通常例会へ 

・4月 4日（日）親睦家族旅行 ⇒延期 

４. 第 10回子ども囲碁フェスタ・堺について 

  － 開催予定 

５. 次年度（2021-2022年度）予算について 

  － 検討 

ＳＡＡ報告 

その他 
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RI会長メッセージ 

2021年ロータリー国際大会のバーチャルでの開催について 
 

ロータリアン、ローターアクター、友人の皆さま 

 

       昨今では、大規模なイベントを直接対面式ではなくバーチャルに移行するという残念な  

       ニュースを耳にすることが多くなりました。 誠に残念なことに、この度、国際ロータリ 

       ー理事会も、今年の国際大会をバーチャル行事として開催するという苦渋の決断を再び  

       余儀なくされることとなりました。 まったく予期していなかった決定ではないものの、 

       私たち、そしてこの一大行事を計画してこられた台湾の方々にとって、非常に残念な決定 

       です。素晴らしい行事となっていたであろう今大会の支援に力を捧げてこられたホスト 

       組織委員会に、心から感謝したいと思います。 

 

ワクチン導入と公共の保健対策によって新型コロナウイルス流行が終息することを願っておりました。

世界の多くの地域で今もコロナウイルスが猛威をふるっており、大勢が集まる主要行事については警戒

と忍耐をもって開催を控えなければならないことを、私たちは認識しています。台湾はコロナウイルス対

策で成果を挙げており、現地のロータリアンは地元での国際大会開催に期待を膨らませておられました。

世界保健機関ならびに台湾の公共保健機関によるガイダンスの下、これほどの規模のイベントを安全に

開催するのは不可能であることが明らかとなりました。 

 

伝統的な形式での国際大会ができないのは残念ですが、世界の全ロータリアンが参加できるバーチャル

国際大会が企画されていることを嬉しく思います。昨年のバーチャル国際大会は、1週間にわたるプログ

ラムを含め、非常に多くの方にご視聴いただきました。今大会を最高のバーチャル行事とするために、こ

れまでに私たちが学んできたすべてのことを生かして、楽しみ、学び、わくわくするような新たな機会と

することができるでしょう。2021年バーチャル国際大会に関する詳細は、近日中にお知らせします。 

世界中のロータリアンとローターアクターの皆さまにご理解いただき、引き続き学び、適応する意欲を保

っていただけることを願っております。この経験を通じて、ロータリーはより強く、迅速に対応できる組

織となることができるでしょう。またバーチャル国際大会は、この新しいロータリーを映し出すものとな

るでしょう。 

 

皆さまのご健康をお祈りしております。               RI会長 ホルガー・クナーク 

今週の歌「忘れな草を あなたに 」 

 

別れても 別れても 心のおくに 

いつまでも いつまでも 

憶えておいて ほしいから 

幸せ祈る 言葉にかえて 

忘れな草を あなたに あなたに 

「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 

 


