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前回の例会 

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年 7月 16日第 1918号 

 

 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 堺市 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 

今週の歌 「日も風も星も」「堺北ＲＣの歌」   

     「浜辺の歌」 

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 

 

 

 

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 30日(金)第 1920回 

卓 話  「 都市鉱山発掘隊の現状 」 

卓話者 社会福祉法人 美原の郷福祉会 障がい福祉サービス事業  

     ワークセンターつつじ 

       代表  川田 康弘 様 

紹介者  鶴 啓之 会員 

 ＊23日は祝日(ｽﾎﾟｰﾂの日)の為、休会です 

 ＊31日のビア・パーティーは 8月28日(土)へ 

  延期となりました 

本日の例会 

 

時間 

 

＜7月9日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            20名 
欠席会員              11名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            1名 

今週の歌「浜辺の歌」 

 

  あした浜辺を さまよえば 

  昔のことぞ しのばるる 

  風の音よ 雲のさまよ 

  寄する波も 貝の色も 
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         RI第 2640地区 第８分区 

 ガバナー補佐 西谷 稔 様 

 

 第２６４０地区 第８分区担

当ガバナー補佐としてお伺いさ

せて頂きました。温かく迎えて

いただき有り難う御座います。 

 新型コロナウイルス感染拡大

の折、貴クラブに置かれまして

は、大きな制約を受ける中でも休会することな

くロータリー活動を行ってこられたことは素晴

らしいことだと思いました。 

今年度のクラブ方針のもと 

「こんなときこそ ロータリーを楽しもう」 

各委員会が立派な方針を立てておられます。 

是非実行していただきロータリー活動を楽しん

でください。 

また、他のクラブとの合同例会とも積極的に企

画され８組のリーダー的な存在のクラブだと感

じております。これからも宜しくお願い致しま

す。 

 

 

 

会長 中川 澄 

 

 本日は、強制執行のお話です。

勝訴判決が確定したり裁判所で

調停や和解が成立したりして、お

金を支払ってもらえることが決

まっても、お金は当然に入っては

きません。相手方が任意に支払い

をしなければ、債権者側が相手の財産がどこにあ

るか調査して財産を特定し、強制執行の手続きを

する必要があります。 

 強制執行というと、裁判所から人がやってきて

家財道具に札を貼っていくというイメージをお

持ちの方がいらっしゃるようですが、家具や電化

製品は基本的に差押禁止財産ですので、差し押さ

えることはできません。仮に、個人宅内の動産に

ついて強制執行が行われても、執行官が家に来て、

「押さえられるものはありませんね」で終了する

のが原則です。 

自動車も、手続きや準備が煩雑で、押さえにくい

ことが多いです。 

 不動産執行は、お金と時間がかかる上、それな

りのリスクがあります。不動産執行とは、平たく

言うと、競売申立てのことです。多額の予納金を

納める必要があります。そして、押さえようと思

った不動産に先に抵当権などがついている場合、

余剰が出る見込みがないことが分かった場合は

その時点で競売手続きは中止され、予納金もあま

り戻ってきません。 

 一番差押しやすいのは、債権、中でも給料債権

や預貯金債権です。但し、給料債権を差し押さえ

るためには、相手がどこに勤めているか特定する

必要があり、預貯金債権を差し押さえるためには、

最低、何銀行の何支店に預貯金があると考えるの

かを特定する必要があります。 

どうやって特定するのかについて、次回以降お話

いたします。 

 

 

 

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・北側・木畑・奥野・ 

     濵口・永富・田口・笹山 

〇活動方針 

 クラブの維持、発展のためには会

員増強は重要な課題です。現在、会

員数は 31 名、比較的にスムーズな

運営と充実した奉仕活動を行うこ

とが出来ているが、気を抜くと退会

者を出してしまう。 

 当クラブ会員が一丸となり「知り合いの方に是

非一緒に活動を経験してもらうために入会を勧

めたい」と思う様、会員相互で意識を高め、入会

に繋げていきたい。 

 今年度女性会員の会長なので、女性会員の増強

も努めたい。 

 今期最低でも35名を目標として活動する。 

〇活動計画 

(1) 入会を勧めるための活動として、コロナ禍 

 のため2年間開催出来なかった「拡大例会」 

 を2022年4月15日夜間例会に変更して開催 

 する。 

(2) 会員相互の連絡を密にし、常に情報を共有 

 する。候補者がいれば入会に導くための行動 

会長の時間 

 

時間 

 

第 1回クラブアッセンブリー 

 

時間 

 

クラブ協議会 
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 を起こす。 

(3) 拡大例会の開催までに目標として全会員が 

 入会候補者の方を通常例会にお誘いをする。 

 

 

親睦活動委員会 

委 員 長 木畑 清 

副委員長 中田 学 

委  員 城岡・坂田・泉谷・塩見・藤永・ 

     池永・笹山・畑中・平野・白木・ 

     北村・吉村・鶴 

〇活動方針 

(1) 親睦活動を通じて会員相互の 

 親睦と友情を深め、会員・会員 

 家族・ファミリー会員・準会員 

 に多数参加して頂き楽しく思い 

 やりのあるクラブ作りに努力致します。 

(2) 例会準備の当番を決めて運営します。 

〇活動計画 

(1）7月31日(土)ビア・パーティー 

 （大阪マリオット都ホテル） 

(2）12月18日(土)忘年家族会 

 （大阪マリオット都ホテル） 

(3）3月11日（金）出羽海部屋ちゃんこ例会  

 （祥雲寺） 

(4）4月3日（日）親睦家族旅行（日帰り） 

(5) 6月18日（土）最終例会（南海グリル） 

 以上行事の円滑なる実施を目指します。 

 

 

広報委員会 

委 員 長 池田茂雄 

副委員長 白木敦司 

委    員 國井・那須・奥野・中田 

〇活動方針 

(1) 毎月発行されている「ロータリ 

 ーの友」誌・当クラブにおいて毎 

 週発行の「クラブ週報」・それに当 

 地区において毎月発行される「ガ 

 バナー月信」・これらのロータリー情報誌を活用

しながら、ロータリーに対する会員の関心を高め

るべく努めてまいります。 

○活動計画 

(1) 毎月発行の「ロータリーの友」誌を例会時に、 

 委員が輪番で解説しロータリーに対す理解を深 

 めます。 

(2) 毎週発行する「クラブ週報」において、例会 

 及び各種行事の報告と、翌週以降の行事予定を 

 詳細に掲載することで会員からの関心を喚起し 

 ます。このことが、欠席された会員等への周知に 

 もなり、後々のための行事記録にもつながり一 

 石二鳥です。ホームページ上にもアップされて 

 おり、どこからでもパソコンから見ることが出 

 来ます。また、各種行事の写真保持にも努める。 

(3) 「ロータリーの友」誌や、「地区ガバナー月信」 

 に当クラブの、これはと思われる活動を積極的 

 に投稿し、当クラブの認知度の向上とイメージ 

 アップを目指す。 

○地区協議会 重要事項 

 20021年4月24日ライブ配信 地区協議会に 

 おいて、各クラブは次の事項に沿った活動をし 

 ていますか、とのお話がありました。 

1. RI人頭分担金を納付していること 

2. 定期的に例会を開催していること 

3. ロータリーの友を購読していること 

4. 奉仕プロジエクトを実施していること 

5. ガバナーまたはガバナー補佐の訪問を受けて 

 いること 

6. 交換学生受け入れ等に備えて損害賠償保険に 

 加入していること 

7. 国際ロータリーの定款、細則に矛盾した行動 

 をしていないこと 

8. ハラスメントを自ら認め有罪となった者がい 

 れば既に退会していること 

9. 外部からの援助に頼った活動をしていないこ 

 と 

10. 会員名簿を年二回RIに提出していること 

11. クラブ内での論争を友好的に解決している 

 こと 

12. 地区と良好な協力関係を維持していること 

13. RIに対して訴訟を提起した者がいれば既に 

 退会していること 

14. RI細則に定められた選出方法に従って役員 

 を選んでいること 

 

 

ホームページ委員会  

委 員 長  藤永 誉 

副委員長  池田茂雄 

委    員  米澤・平野 

〇活動方針 

 (1) 認知度の向上と当クラブに対 
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 するイメージアップ 

 堺北ロータリークラブの認知度の向上と当クラ

ブに対するイメージアップを目指しながら、各種

の情報を発信してまいります。 

(2) 掲載内容の充実 

 ホームページを通して発信した各種の情報は、 

 ホームページ上に記録として備蓄されます。そ 

 のため、後日のため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まい 

 ります。 

(3) バックアップ 

 ホームページ立ち上げ以来、10数年が経過いた 

 しましたが、この間、膨大なデータが備蓄され  

 ております。万一、何らかの事故などあれば復 

 元は不可能の恐れがあります。そこで、予期せ 

 ぬリスクに対するバックアップ体制を整えてま 

 いります。 

〇活動計画 

(1) 更新 

 ・TOPページ 写真と写真の説明追加 

（例、「仁徳天皇陵の写真」に『堺が誇る世界遺 

 産“仁徳天皇陵”』） 

 ・例会場の地図（google mapを使用） 

(2) HPへの誘導にご協力依頼 

 ・会員各社のHPにリンクのお願い 

 ・QRコードステッカー製作 

 

 

出席委員会 

委 員 長 畑中一辰 

副委員長 平野祥之 

委    員 辰・塩見・田口 

〇活動方針 

 RCとしての品格を守りながらも 

 楽しく例会や他の各種行事に参加 

 できるような活動する。 

〇活動計画 

(1) ホームクラブの出席率を高めるよう努める。 

(2) メークアップ例会の情報は週報に掲載する他  

 今年度より情報を掲載したホワイトボードを例 

 会場に設置する。 

(3) 欠席の多い会員とは、出来るだけ会話をし 

 て楽しい雰囲気を作り。出席を促す。 

 

 

 

職業奉仕委員会 

委 員 長 坂田兼則 

副委員長 田口 隆  

委    員 三上・濵口 

〇活動方針 

 職業奉仕の理念や行動について 

 の理解を深め、クラブにおける 

 職業奉仕を実践する。 

〇活動計画 

 ファイヤ-サイトミーテイング、テーブル会議 

 等を通じて、会員個々の意見を集約する。 

 

 

社会奉仕委員会 

委 員 長 中田 学 

副委員長 奥野圭作 

委  員 塩見・藤永・池永 

〇活動方針 

 今まで通りの活動は難しいと思  

 いますが、 

・地域に根差した社会奉仕活動を 

 実施する。 

・クラブ会員、家族、多くの御参  

 加をいただき活気のある奉仕活動を！ 

〇活動計画 

(1) 春・秋の仁徳天皇陵清掃 

(2) 春・秋の交通安全 

(3) 清心寮の子供たちとの交流 

 （夏合宿・バーベキュー・春場所稽古） 

(4) ガールスカウトさんとの交流（新年会） 

(5) 堺南RC開催の施設児童との紙飛行機大会へ 

 の協力 

(6) ダメ・ゼッタイ募金活動(毎月第3例会時) 

 

 

新世代委員会 

委 員 長 澤井久和 

副委員長 辰 正博 

委  員 泉谷・白木 

〇活動方針 

 新世代の若者達に立派な人間にな   

 っていただくよう、色々なセミナー 

 を通じて、共に行動していき、道徳・ 

 常識をもっていただくよう、又将来 

 のロータリアンになっていただくために活動を 

 していきます。 
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〇活動計画 

(1) インターアクト、ローターアクト、米山奨 

 学生等の活動に参加。 

(2) 地区ライラセミナーが開催された際には参 

 加及び協力をしていきます。 

 

 

国際奉仕委員会 

委 員 長 池永隆昭 

副委員長 永富久紀 

委  員 泉谷・澤井・嶽盛・畑中・北村 

〇活動方針 

 友好クラブ等と連携して 国際奉 

 仕プログラムに参加すると共に  

 友好クラブとの更なる親善を図 

 る。 

〇活動計画 

(1) タイ・ノンケームRC ブンクムRCと連携 

 し国際奉仕プログラムに参加する。 

 →地区補助金申請中 

(2) タイ・ノンケームRC・ロイエットRCと3RC 

 にて友好クラブ締結続ける。 

(3) カンボジア スナーダイ・クマエ孤児院絵 

 画展参加。 

(4) フィリピン NGO法人プルメリアの事業に参 

 加し、里親になる。 

 

 

ロータリー財団委員会 

委 員 長 永富久紀 

副委員長 國井 豊 

委  員 三上・濵口 

〇活動方針 

  ロータリー財団の最も重要な 

 目的の1つは、世界平和を達成 

 することに貢献することであり 

 ます。そのためにはいろいろな寄 

 付の仕方があります。例えば飢餓・貧困を無くし、 

 豊かな生活をどこの国の人々も味わうことがで 

 きるような世界にすること。又、他国の人々との 

 交流、親睦を下に、お互いの理解を求めることを 

 通じて世界平和に一歩、一歩近づくことができ 

 ます。財団奨学生、米山奨学生はこの目的に極め 

 て適したプログラムです。 

 財団委員会は、その他財団の種々のプロジェク 

 トを支援していきます。 

〇活動計画 

(1) 例年通り今年度も財団への寄付を会員の皆 

 様のご理解を頂き、財団年次基金寄付を集金 

 させて頂きます。 

(2) 又ポリオプラス寄付についても同じく集金 

 させて頂きます。 

(3) いつもながら各個人会員様も会費以外に別   

 にご寄附頂いております。ありがとう御座い 

 ます。ロータリー財団基金は他方にも活用し 

 ています。会員の皆様のご理解、ご協力を宜 

 しくお願いします。 

 

 

米山奨学委員会 

委 員 長 米澤邦明  

副委員長 北側一雄 

委  員 城岡 

〇活動方針 

 地区米山奨学委員会に従う 

〇活動計画 

 今年度は、我が堺北クラブに奨学 

 生 グエン ティ ホアン オアンさ

んを迎えることが出来ました。クラブの例会はも

ちろん、いろいろなイベントに参加するよう推し

進めます。 

 

 

会 計 

委員長 池田茂雄 

〇活動方針 ・活動計画 

(1) 次の五部門ごとの会計処理と 

 預金管理を事務局とともに行っ 

 ております。 

 ①「一般会計の部」、年会費33 

 万円を財源とした会計 

 ②「ニコニコ会計の部」、ニコニコ箱収入を財 

  源とした会計 

 ③「堺北基金特別会計の部」、災害時等のお見 

  舞いに充てるための準備金会計 

 ④「記念行事特別会計の部」、周年行事の資金 

  に充てるための準備金会計 

 ⑤「囲碁フェスタ特別会計の部」、子ども囲碁 

  フェスタ行事に関する特別会計 

(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 
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 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等資産に 

 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あ 

 たっております。 

 

 

Ｓ Ａ Ａ 

委 員 長 笹山悦夫 

副委員長 畑中一辰 

〇活動方針 

 明るく朗らかな例会の進行と落 

 ち着いた会場の設営を目指す 

〇活動計画 

(1) 親睦を深められる和やかな雰 

 囲気作り 

(2) 時間厳守と円滑な議事の進行 

(3) 例会場の気品と規律を大切にする 

(4) ニコニコ袋の依頼を積極的に紹介 

 

 

囲碁大会準備委員会 

委 員 長 坂田兼則 

副委員長 塩見・藤永・池永 

委    員 会員全員 

〇活動方針 

  昨年度は、第１０回を予定し 

 ておりましたが、コロナ渦のた 

 め中止をせざることになり、大 

 変残念な思いをいたしました。 

今年度はコロナ渦の終息を願い、節目の第１０回

を開催できるよう準備していければと思ってお

ります。 

〇活動計画 

 コロナ渦のため、未だ準備委員会の開催ができ

ずにおりますが、できれば令和３年１１月初旬に

開催したいと思っております。 

 

 

 

 

 

写真同好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 米澤  

〇活動方針 

 みんなのお役に立てる写真を撮ろ 

 う！  

〇活動計画 

（1）みなさまの「使いたくなる写 

 真」撮影 

 ※上半身のいい顔の写真など 

（2）各活動（奉仕活動、例会）の記録 

（3）歩こう会とのコラボ撮影会の実施 

 

 

ゴルフ同好会 

代表世話人 塩見 守 

世 話 人 藤永・中田・北村 

〇活動方針 

  ゴルフを通じて会員・会員家 

 族・ゲストの皆様との親睦を深 

 めると共に、他クラブからの参 

 加によるクラブ間の交流を行い 

 ます。又、新入会員候補者をお誘いして、親 

 交とロータリー活動について理解を深めてい 

 ただきます。 

〇活動計画 

(1) 北輪会を4回開催 

(2) 地区大会記念ゴルフ大会に参加 

(3) 互輪会のホストクラブを務めます 

(4) ゴルフに関する案内 

 

 

歩こう会 

代表世話人 綿谷伸一 

世 話 人 中川・藤永・笹山 

〇活動方針  

  新型コロナウイルスの流行状 

 況をみながら、下半期にはいつ 

 までも元気な人生を楽しめる企 

 画を実施したい。 

〇活動計画 

(1) 大阪近辺の美味しいものの有る散策 

(2) 一泊程度の絶景と温泉のある散策 

(3) その他 
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グルメの会 

代表世話人 米澤邦明 

世 話 人 木畑・綿谷・吉村・鶴 

〇活動方針  

 A級、B級、C級グルメ、何でも  

 来い。 

 自薦、他薦を問いません。 

〇活動計画 

 皆さんいっしょに食べに行こう！ 

 

 

囲碁同好会 

代表世話人 池田茂雄 

世 話 人 中川 

○ 活動方針 

(1) 同好会として,活動らしい活動 

 をする計画は今のところありま 

 せん。ただ「子ども囲碁フェス 

 タ」参加者からのアンケートの 

 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。「もったいないが、 

 負けのもと」、「三線三線、余計にハウな」などな 

 どです。 

(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。ただ、ここ一年半ほどは新型コロナの関 

 係で会場である公民館が閉館のため、お休みし 

 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、堺北クラブからも何名かの方々に参加して 

 いただきました。こちらについても、現在のと 

 ころ新型コロナの関係で中断しております。 

(3) 大阪にあります「将碁友の会」で囲碁を楽 

 しく勉強してみませんか。 

 当クラブ名誉会員の「山田規三生9段」や、子 

 ども囲碁フェスタの時にお世話になっておりま 

 す「佃亜紀子5段」・「水戸夕香里3段」などプ 

 ロの先生が指導しておられる会です。自宅に居 

 ながらインターネット上で出来る会なのです。 

 詳しくは別の機会にゆずります。囲碁のルール 

 は非常に単純ですが、そこから派生する「石の 

 形」には、それはそれは奥の深いものがあり、 

 そこが大きな魅力なのです。「子ども囲碁フェ 

 スタ」が当クラブ好例の大きな行事の一つとし 

 て定着してきた中で、会員の皆さまが、囲碁の 

 魅力をもっともっと感じとっていただけるよう 

 な活動が出来ればと思っております。 

 

 

伝統文化愛好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 奥野・木畑 

〇活動方針 

 コロナ収束に向けての情報発信！ 

〇活動計画 

 ・おたび寄席再開のお手伝い 

 ・伝統文化情報の収集および発信 

 

 

 

 

（50音順） 

北村勝博会員 入会させて頂き、約半年となりま 

       した。少しずつ慣れていきたいと 

       思います。これからもよろしくお 

       願いします。 

塩見 守会員 鷲尾様、遠方よりお越し下さいま 

       してありがとうございます。 

       西谷ガバナー補佐、本日はよろし 

       くお願いします。 

城岡陽志会員 西谷ガバナー補佐、いらっしゃい。      

       豊岡ガバナー、西谷ガバナー補佐 

       と昔から上から目線で見てた方 

       が、今ではすっかり偉くなられ、 

       今では藤永君だけを上から目線 

       で見ています。 

嶽盛和三会員 西谷ガバナー補佐様、ご来会あり 

       がとうございます。お久しぶりで 

       す。 

中川 澄会員 西谷ガバナー補佐様、本日はあり 

SAA報告 

 

時間 
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       がとうございます。よろしくお願 

       いいたします。 

       鷲尾様、遠いところからようこそ 

       お越し下さいました。 

中田 学会員 西谷ガバナー補佐ようこそ堺北 

       ＲＣへ。ご指導宜しくお願い致し 

       ます。 

那須宗弘会員 ガバナー補佐西谷様ようこそお 

       越し下さいました。 

平野祥之会員 西谷ガバナー補佐、どうもありが 

       とうございます。 

米澤邦明会員 第6回マルチプルありがとうござ 

       います。なんのこっちゃわからん 

       けどうれしいです。 

綿谷伸一会員 西谷ガバナー補佐ようこそお越 

       し下さいました。宜しくお願い致 

       します。 

       佐久ＲＣ鷲尾様ようこそ！              

            合計３２，０００円 

 

◆米山特別寄付･･･米澤邦明会員・嶽盛和三会員 

 

 

 

 

（１）配布物 

 ・週報  

 ・日本のロータリークラブ 100周年記念ベスト  

  （2020-21年度藤井ガバナー事務所より） 

 

（２）ビアパーティー延期のお知らせ 

 毎年恒例の新年度最初の親睦活動委員会事業

でありますビアパーティーを 7 月 31 日（土）に

予定しておりましたが、ご承知の通り、新型コロ

ナ特別措置法に基づく蔓延防止等重点措置の期

限が延期されましたことにより、会場の使用がで

きなくなり、やむを得ず延期させていただくこと

となりました。 

コロナウイルスの状況によりまた変更があるか

もわかりませんが、ビア・パーティーの日程を 

8月 28日（土）へ延期いたします。 

このため下記の通り例会を変更いたしますので、

ご予定のほどよろしくお願いいたします。 

 ＊◎は例会日 

   ◎ 7月 30日（金）通常例会 

    7月 31日（土）ビア・パーティー中止 

   ◎ 8月 6日（金）通常例会 

    8月 13日（金）休 会（お盆） 

   ◎ 8月 20日（金）通常例会 

    8月 27日（金）8/28ビア・パーティー 

           へ例会変更（休会） 

   ◎ 8月 28日（土）ビア・パーティー  

     於：大阪マリオット都ホテル 19階  

     『ライブキッチン COOKA（クーカ）』 

  ＊詳細、出欠の伺いは後日ご案内いたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

 

時間 

 

例 会 風 景 

7月度皆出席表彰 綿谷伸一会員（18回目） 

米山功労者表彰 米澤邦明会員（第6回マルチプル） 

本日ビジター 長野県 佐久RCより 

鷲尾 晋 様 


