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前回の例会 

2021年 7月 2日(金)第 1917回 
卓 話 「会長就任の挨拶」 

卓話者  会長 中川 澄 

会員総会 

今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」 

     「バースディソング」 

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（７月度） 

國井  豊会員(5日) 

濵口 正義会員(30日) 

○結婚記念祝い（７月度）なし 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2021年 7月 9日第 1917号 

 

 2021年 7月 9日(金)第 1918回 

  「第 1回クラブアッセンブリー」 

      各委員会委員長  

  ガバナー補佐 西谷 稔 様 ご訪問  

今週の歌 「我らの生業」「われは海の子」 

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（７月度） 

 綿谷伸一会員（１８回目） 

 池永隆昭会員（５回目） 

◇米山功労者 表彰 

濵口正義会員（第 86 回メジャードナー） 

米澤邦明会員（第 6回マルチプル） 

 

 

 

2021-22年度 国際ロータリーのテーマ 

    「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

  国際ロータリー会長 シェカール・メータ（インド・カルカッタ-マハナガル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)  ： 豊岡 敬 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/toyooka/  

E-mail ： toyooka@rid2640g.com 

会長：中川 澄  幹事：綿谷伸一  広報委員長：池田茂雄  編集者：白木敦司 

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 7月 16日(金)第 1919回 

卓 話 「 SDGsと堺市の取組について 」 

卓話者 市長公室 政策企画部  

      SDGs推進担当 羽田 貴史 様 

紹介者  塩見 守 会員 

  

本日の例会 

 

時間 

 

＜7月2日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            23名 
欠席会員               8名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            0名 

今週の歌「われは海の子」 

 

  われは海の子 白浪の 

  さわぐいそべの 松原に 

  煙たなびく とまやこそ 

  我がなつかしき 住家なれ 
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「会長就任挨拶」 

会長 中川 澄 

 

 ２０２１－２２年度堺北ロ

ータリークラブの会長を務め

させていただくことになりま

した。いろいろ至らぬ点があ

ろうかと思いますが、皆様、１

年間どうぞよろしくお願いい

たします。 

 最初ですので、私の生い立ちや経歴についてお

話いたします。 

１９６９年８月１０日、徳島県徳島市で生まれま

した。 

私が生まれたとき、父は司法試験受験生、母は専

業主婦でした。父は、私が２歳になるまで司法試

験を受験していましたが、結局合格することがで

きませんでした。司法試験受験を断念した父は、

祖父母の住む徳島県海部郡海南町（現海陽町）に

戻り、そこで司法書士になりました。海陽町は大

変な田舎で、私たちが移住した当初は、汽車の路

線もまだ開通していませんでした。当時の町の人

口が約７０００人だったと記憶しています。 

当然、学校は公立しかなく、私は、町立海南小学

校、町立海南中学校と進学しました。 

将来何になりたいかと聞かれたとき、「弁護士」と

答えると周囲が喜ぶことに気が付き、弁護士が何

をするものかあまりよくわからないまま、「弁護

士になる」と言っていました。 

 高校は、郡外である阿南市にある徳島県立富岡

西高校に進学しました。 

私の実家から阿南市まで、汽車の本数が少なく、

また、汽車で行くには時間がかかりすぎるため、

高校の近くに下宿を借りて下宿から高校に通い

ました。高校の周辺にも、塾や予備校といったも

のはなく、誰もそのようなものに通っていません

でした。高校２年生の冬までブラスバンド部に所

属し、結構熱心に活動していました。 

１９８８年４月、京都大学法学部進学しました。

家から仕送りがなかったため、せっせとアルバイ

トをしました。塾講師、家庭教師から始まって、

診療所の受付、印刷工場で印刷物の箱詰め、スー

パーで明太子の売り子などいろいろしましたが、

一番割がよくて面白かったのは、ラブホテルのベ

ッドメイクのバイトでした。 

 他方、法学部の授業は全くおもしろくなく、同

級生が早々に司法試験の受験勉強を始める中、私

は、弁護士になる気を失ってほとんど学校に行か

なくなり、ふらふら暮らしていました。しかし、

ふとしたきっかけで２１歳か２２歳のころ、京都

ＹＷＣＡを拠点とする滞日外国人のためのボラ

ンティアグループに参加することになりました。

参加者は、教会のシスターや、通訳者、主婦、弁

護士もいました。私は、生まれて初めて仕事をし

ている弁護士に接し、資格や技術を人のために生

かせることのすばらしさを感じ、改めて、弁護士

になることを決めました。２５歳になっていまし

た。 

３２歳でなんとか司法試験に合格し、約２０年間

なんとか弁護士を続けています。 

 

 中川会長スローガン 

 

 

 

 

「会員総会議事録」 

議長：会長 中川 澄 

日時：令和 3年 7月 2日（金）於：例会場 

議案： 

1.2021-22年度 予算(案)の件・・・承認 

（池田会計より説明あり） 

2.クラブ細則第 2条第 3節の規定により 

候補者指名委員会の委員を次の通り 

 中川会長・塩見会長エレクト・ 

 笹山副会長 兼 SAA・綿谷幹事・池田会計・  

 木畑理事・坂田理事・中田理事・池永理事 

 の９名を推薦する件 

 ・・・承認  

 

会員数 31名、出席会員 23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-+9 議案、賛成多数で承認を

会長の時間 

 

時間 
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得た。 

 

  

（50音順） 

池田茂雄会員 前 塩見幹事ご苦労様でございま 

       した。 

池田茂雄会員 中川年度の門出を祝し、おめでと 

       うございます。 

奥野圭作会員 新年度です。会長幹事さん、どう 

       かよろしくお願い申し上げます。 

北側一雄会員 中川会長、綿谷幹事、笹山 SAAの 

       船出をお祝い申し上げます。中川 

       会長の就任演説を直に聞きたい 

       と楽しみにしておりましたが、残 

       念ながら東京での仕事が入って 

       しまいました。この 1年間、宜し 

       くお願い致します。 

北村勝博会員 中川新会長、綿谷幹事、笹山 SAA 

       様、新体制でのご活躍心よりお祈 

       り申し上げます。 

木畑 清会員 中川会長、頑張って下さい。 

坂田兼則会員 中川会長、綿谷幹事、笹山 SAA、 

       本年度よろしくお願いします。 

笹山悦夫会員 堅くなるかもしれませんが、1年 

       間、よろしくお願いします。 

澤井久和会員 ガンバレ、ガンバレ、ガンバレ、 

       ガンバレ今年度、楽しみにしてお 

       ります。 

塩見 守会員 中川会長、綿谷幹事、笹山 SAA、 

       今年一年間お世話になります。 

城岡陽志会員 スミさん、会長就任おめでとうご 

       ざいます。私はスミ様を陰から一 

       生支え続けます。 

       堺のストーカーより。 

田口 隆会員 新年度に入りました。前会長、幹 

       事さんご苦労様でした。新会長、 

       幹事、役員さんよろしくお願いし 

       ます。 

嶽盛和三会員 会長、幹事、SAA、新役員の皆様、   

       一年宜しくお願いします。 

中川 澄会員 皆様1年間よろしくお願いいたし 

       ます。 

中田 学会員 中川丸の出航を祝して。 

永富久紀会員 中川会長就任おめでとうござい 

       ます。 

畑中一辰会員 中川会長の新しい年度のスター 

       トおめでとうございます。足を引 

       っ張りながらになりますが、応援 

       させていただきます。会社の弁護 

       もよろしくお願いします。 

藤永 誉会員 中川会長、綿谷幹事、笹山 SAA、 

       よろしくお願いします。 

堀畑好秀会員 2021-2022年、中川丸の出航を祝 

       して。 

米澤邦明会員 中川会長一年間よろしくお願い 

       します。 

綿谷伸一会員 一年間御協力よろしくお願い致 

       します。              

            合計８２，０００円 

 

 

 

 

（１）配布物 

 ・週報 ・週報ファイル  

 ・会員証  ・クラブ会員手帳 

 ・2021-22年度 理事役員・委員会委員一覧表 

 ・2021-22年度 卓話予定表 

 ・2021-22年度 予算書  

  

 

 

 

第１回 定例理事会（新旧引継ぎ） 

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） 

2021-22年度理事会構成メンバー 

 中川、塩見、笹山、綿谷、池田、木畑、坂田、 

 中田、池永、藤永、畑中 

 （会計監事：永富） 

日 時  ２０２１年７月２日（金）例会後 

場 所  南海グリル東店 3F 宴 

SAA報告 

 

時間 

 

その他 

 

時間 

 

幹事報告 

 

時間 
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議 案   

１．本年度 RI会長のテーマ並びにクラブ会長の 

 方針について －確認 

２．６月度 ８ＲＣ連絡会ついて －報告 

３．７月１日 現在の会員数 －確認 

  会員数  ３１名 

  名誉会員  ３名  

（田中名誉会員・山田名誉会員・新井名誉会員） 

４．理事会・委員会 構成確認の件 －確認 

５．社会奉仕事業の件 －承認 

  例年通り、交通安全・仁徳天皇陵清掃・清心 

  寮・ダメゼッタイ・ガールスカウト 

６. 2021-2022年度予算案の件 －確認 

７．2020-2021年度決算報告の件 －承認  

 (7月 9日(金)11:30～事務局にて会計監査あり) 

８．取引銀行の件  － 承認 

  大阪信用金庫堺東支店（一般・一般カード・ 

   ニコニコカード・基金・記念行事・囲碁フ 

   ェスタ） 

  三菱 UFJ銀行（基金会計・記念行事）      

  大阪信用金庫宿院支店・大阪信用金庫堺東支 

   店（予備用口座）  

  りそな銀行堺東支店（堺北基金定期）    

  みずほ銀行堺支店（記念行事・定期） 

９．例会日確認の件 － 確認      

例会日は原則毎週金曜日とする 

休会日は休日・祝日・他に定款第 7条第 1

節による休会は、8日（本年度は、祝日及

び祝日を含む週の休会 5日〈7/23・8/13・

9/24・2/11・4/29〉、それ以外 3日〈12/24・

12/31・6/24〉）とする               

10．出席適用免除の件 －承認  

  定款第 10条第 5節（ａ）三上会員・ 

  濵口会員・北側会員・奥野会員・城岡会員・ 

  𠮷村会員の 6名 

  尚、コロナ禍の期間の欠席は出席免除扱いと 

  する 

11．堺北ロータリークラブ慶弔規定について 

  －承認    

12．その他確認事項  

 (１)誕生日お祝い品  －承認 

   会員はなし 夫人 お花  

 (２)結婚記念日お祝い －承認 

南海グリル 商品券  

上記（1）（2）のお祝い品受取りに該当しな

い会員にも受け取ってもらえる様にする 

 (３)皆出席記念品 －承認  

   靴クリーナーセット（生駒時計店） 

 (４)同好会 －承認 

   ゴルフ同好会（北輪会）・あるこう会・ 

   グルメの会・写真同好会・囲碁クラブ・ 

   伝統文化愛好会  

 (５)新入会員は親睦活動委員会に所属するこ 

   と －承認  

別委員会にも所属可能   

13．その他 

 (１)手帳・アッセンブリー資料の印刷費につい 

   て －承認 

手帳  印刷会社 初田印刷㈱ 60 部 

88,200円（税抜）   

アッセンブリー 事務局作成の為、コピー

代と用紙・製本代 

 (２)親睦活動委員会例会変更の件 －承認 

   ７月３０日（金）→７月３１日（土）ビア 

   パーテイー（大阪マリオットホテル 19階 

   クーカ）に変更    

 (３)パスト会長 バッチの件 －承認 

 (４)社会奉仕 協賛の件 －承認 

 堺アセアンウィーク・さつき祭り(開口神 

 社)・堺かるた 協賛金10,000円 

 （堺まつり・堺市民オリンピックは今年度 

 も中止） 

 堺ユースサッカーフェスティバル 協賛 

 金 120,000円 

 堺市展 協賛金 7,000円（商品代金により 

 前後する） 

 (５)メイクアップの件  －承認 

   社会奉仕・国際奉仕・職業奉仕 及び各委員 

   会で例会時以外の委員会会合に出席した 

   場合もメイクアップ扱いとする。（委員会 

   報告書提出必要） 

 (６)第 10回囲碁フェスタ開催について  

   ・コロナ収束の見通しが立たないため今年 

    度も中止 －承認   
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 (７)次期指名委員会設置について －承認 

   中川会長・塩見会長エレクト・笹山副会長  

   兼 SAA・綿谷幹事・池田会計・木畑理事・ 

坂田理事・中田理事・池永理事の 9名を推

薦する 

 (８)上半期会費の請求の件 －承認 

 (９)第 90回 互輪会ホスト（2019-20年度、 

   2020-21年度中止のため今年度に開催） 

   準備委員会立ち上げについて 

   ・2022年 4月 12日（火）於：天野山 CCに 

   て開催予定 －承認 

 (10)ガバナー補佐 西谷稔様 訪問日 －確認 

   7月 9日（金）第 1回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ  

 

 

        堺８ＲＣ連絡会 

   ６月度堺８RC新旧合同連絡会議事録 

日時：2021年 6月 25日（金）15：00～ 

場所：南海グリル 東店 3階「宴」 

＜議案＞ 

①ＩＭ復活について（堺中 RC） 

 ・西谷 稔 2021-22年度ガバナー補佐より 

趣旨をご説明いただきました 

各クラブ持ち帰り検討 

②堺８RC連絡会申し合わせ事項及び共有事業の 

 再確認について（堺北 RC）－ 承認 

 ・堺中ＲＣ ビジターフィーの変更  

  ４，０００円 ⇒ ５，０００円 

③互輪会開催および互輪会会則改正について(堺 

 北 RC) －承認 

 ・コロナウイルスの影響で 2年間に亘り開催で 

 きておりませんが、次年度春に開催したい意向 

 です 

 ・互輪会会則 「第 4条 ホストクラブ」の輪番 

 順位より「堺東南」を削除し、改正します 

④その他 

 ・緊急事態宣言中、まん延防止措置期間での各 

 クラブの活動状況について（堺北 RC） 

 － 各クラブより説明 

＜報告・お知らせ＞ 

・感染者が増加した時期で、開催が危ぶまれてお 

 りました 4月 4日(日)の「盲導犬チャリティー 

 イベント」（於：堺市都市緑化センター）は、制 

 限もありましたが無事開催できました（堺中 RC） 

・今年度中止となりました創立 30周年記念式典 

 ですが、次年度 5月に開催予定です（堺中 RC） 

・2021～22年度 堺 8RC新春合同例会・互礼会の 

 予定について（堺おおいずみ RC） 

 日程／2022年 1月 13日（木）・場所／ホテル・ 

 アゴーラ・リージェンシー大阪堺  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  
 
 新年度を祝し、堀畑会員より乾杯のご発声を 
 いただきました 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 米山奨学生 グエン ティ ホアン オアンさん 
7月度米山奨学金 授与 

例 会 風 景 
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「広げようロータリーの光を！」 
 

              2021-2022年度 RI第 2640地区 

                  ガバナー 豊岡 敬 

                    （富田林ロータリークラブ） 

 1963年6月3日生まれ2019年末から流行が始まった新型コロナ 

ウイルスの感染拡大は、世界的なパンデミックとなって、我々の生活 

、仕事、そしてロータリーにも大きな影響を与え、背の中に大きな 

影を落としました。「一隅を照らす、これ即ち国宝なり」これは伝教 

大師・最澄の言葉です。 

我々ロータリアンは、職業を通じて、社会への奉仕を通じて青少年の育成を通じて、社会の一隅を照

らす光として輝いています。 

世界を襲うコロナ禍にあって、我々一人一人が、希望を照らす光となり、その光の輪を広げて行き、

志を同じくする仲間を増やしましょう。今こそ世界がロータリーの光を必要としています。 

 

• 安全・安心が第一 

コロナ禍において、安全・安心な活動を行いましょう。 

• 会員増強 

2640地区の会員数を1800名に回復させましょう。 

• ロータリー奉仕デーの開催 

ロータリー奉仕デーをクラブ、分区、地区で開催しましょう。 

• 分区活動 

分区会議を開催して、分区を、地域を元気にしましょう。 

• オープン例会の開催 

ロータリーの会員候補者をお誘いする特別なオープン例会を企画しましょう。 

• クラブ戦略計画委員会 

クラブに中長期の戦略を検討していく委員会を設立設立しましょう 

• クラブ危機管理委員会 

危機に備え、クラブの継続に備える危機管理委員会を設立しましょう。 

• RLI 

次世代のリーダーを育成するRLIを地区で開催します。 

• MY ROTARYへの登録 

地区ではMY ROTARY登録率65%を目指しています。 

• ゼロクラブゼロ 

地区内全てのクラブが、財団・米山への寄付を行うゼロクラブゼロを目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


