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前回の例会 

2021年 10月 8日(金)第 1928回 
「ファイヤーサイドミーティング&歓迎会」 

   開会：１８：３０ （受付１８：００） 
     於：南海グリル 東店 3階 

 

 

 

 
 
2021年 10月 1日(金)第 1927回 

米山月間フォーラム 
卓 話  「 私のふるさと－ ダナン 」 
卓話者  米山奨学生 
     グエン ティ ホアン オアン様 
紹介者  米山奨学委員長 米澤 邦明 
今週の歌 「君が代」「奉仕の光」 
     「バースデーソング」 
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 
 平野祥之会員(11日) 堀畑好秀会員(14日) 
 三上尚嘉会員(18日) 嶽盛和三会員(19日) 
 北村勝博会員(28日) 吉村博勝会員(30日) 
 城岡キヌ子様(4日)  濵口良子様(19日) 
 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2021年 10月 15日第 1927号・第 1928号 

 

  2021年 10月 15日(金)第 1929回 

卓 話  「 堺事件とは・・・ 」 

卓話者  堺市文化財課 非常勤職員 井溪
い た に

 明 様 

紹介者  堀畑 好秀 会員 

今週の歌 「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 

     「堺北ＲＣの歌」「赤とんぼ」 

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（１０月度） 

堀畑好秀会員（第４１回） 

國井 豊 会員（第３６回） 

木畑 清 会員（第 ７回） 

 

 

 

 

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：中田 学 

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 10月 22（金)第 1930回 

卓 話 「 パラリンピック以後を考える 」 

卓話者   花園大学 社会福祉学部  

        教授 安田 三江子 様 

紹介者   那須 宗弘 会員 

 

本日の例会 

 

時間 

 
＜10月8日(金)の出席報告＞ 

会 員 数            30名 
出席会員            20名 
欠席会員              10名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            0名 

＜10月1日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            23名 
欠席会員               7名 

    ゲスト              2名 
    ビジター            0名 
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「 私のふるさと － ダナン 」 

        米山奨学生 

        グエン ティ ホアン オアン様 

紹介者 米山奨学委員長 米澤 邦明    

 

皆様！こんにちは。 

私はグエンティホアンオアンと

申します。2021年から 2年間米

山奨学生として 堺北ロータリ

ークラブに所属しております。

ベトナムのダナンの出身です。

現在、大阪観光大学における観

光学部の 3 年生です。私の趣味は旅行をしたり、

読書したりすることです。普段には一年間 2回く

らい他の地域に行って、知らない景色や新しい出

会い、旅行先の美味しい特物産、文化など、様々

な体験をします。また、料理が好きです。食べる

ことも作ることも好きです。時間の余裕がある時

は今まで作っていなかった料理に挑戦してみた

いです。 

この度の卓話は「私のふるさと・ダナン」という

テーマでさせていただきます。ダナンはベトナム

中部にある海沿いの都市です。人口が 120万人を

超えています。ダナンと大阪の天気はほぼ同じで

すが、冬は大阪ほど寒くないです。ダナンは多く

の観光地が揃っているところだと知られていま

す。たとえば、ハン橋、ドラゴン橋、バーナーヒ

ルズ、ホイアン、フェなどという観光地がありま

す。 

次に、ベトナム料理といえば、日本人または外国

人はフォーだと思い出します。しかし、フォーは

ベトナム北部が発祥です。中部ではミークアンや 

バイン・チャン・クォン・ティット・ヘォなどが

有名です。特に、日本人はよく生ものを食べます

が、ベトナム人は生ものを食べる文化がありませ

ん。しかし、ダナンには生魚から作る “ゴイカ” 

という料理があります。ただし、臭みを減らすた

め、ベトナムでは様々な香辛料を使用しています。 

最後に、ダナンの交通について話したいと思いま

す。ベトナムでは よくバイクが使われています。

それで、危なくて大気汚染の問題になっています。

逆に、私は来日してから日本の交通が楽で好きで

す。多くの人々は電車と自転車も利用しています。

そのため、空気も綺麗です。近年ダナンでは 渋滞

を避けるため、いくつもの地区に陸橋が建設され

ました。さらに、ダナンの国際空港から市内まで

タクシーで わずか 10 分で行くことができます。 

この度、私はロータリー米山記念奨学生に合格で

きて とても嬉しいです。私は留学生としての数

年間で日本生活・日本文化を体験したり理解した

りできました。今後も日本とベトナムにある友好

な関係を維持し続けてほしいことを願っていま

す。そのため、今出来ることをしています。たと

えば、会長として大学におけるベトナム人留学生

会を維持し活動をしています。将来、日本語と母

国語を活用して日本で就職できるように、必ず日

本語能力検定の一級に合格するのを目指してい

ます。また、TOEICが 700点以上とれるように、

自習しています。 

現在、コロナウィルスのため、国際文化を理解し

たり交流したりするチャンスが少ないです。だが、

その交流がもとになって「国際理解」・「世界平和」

が成り立っているのを強く感じています。コロナ

ウィルスの感染拡大が落ち着いてから、交流活動

がたくさんできることを楽しみにしております。 

 

 

 

 

会長 中川 澄 

 

 不動産の相続のお話です。遺産に

不動産が含まれる場合、相続人が

「ないほうがまし」「ただでやると

言われても欲しくない」と考える不

動産があります。田舎の農地、山林

などがそれにあたります。固定資産

税は安くても、草が生え放題になると近隣から怒

られ、草苅りをしなければならなくなるので、結

構な維持費がかかることが多いです。 

「いらないから、国か市に寄付したい」と言う方

もいらっしゃいますが、そんな不動産は国も市も

いらないので、もらってくれません。 

  そういう不動産を手放す方法は、それ以外の資

産を生前に少しずつ相続人らに贈与していって、

最後、いらない不動産だけ残して、相続人全員に

相続放棄してもらうことくらいしかありません。 

但し、放棄したからといってすべてが解決する

わけではありません。相続放棄した後も、他の相

卓  話 

会長の時間 

時間 
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続人が不動産を管理できる状態になるまで、不動

産を管理する義務を負わされます。土地に関して

は、この管理義務が大きく問題になることは少な

いのですが、例えば、遺産に建物が含まれる場合、

建物が老朽化して瓦が飛んで通行人にけがを負

わせた場合やブロック塀が倒壊して人の車を傷

つけた場合、相続放棄済みの方も、損害賠償義務

を負わされる可能性があります。 

他に物件を相続してくれる方がいればいいで

すが、全員が相続放棄して相続人がいなくなって

しまった場合、裁判所に相続財産管理人を選任し

てもらい、相続財産管理人に物件の管理処分をし

てもらわなければ、物件の管理義務はずっとつい

てきます。そして、相続財産管理人の選任にはと

てもお金がかかります。 

 

 

 

 

米山奨学委員会 

「2020-21年度一人当たり平均寄付額 

       日本国内上位 20位のご報告」 

米山奨学委員長 米澤 邦明 

 

 下記の通り、昨年度 2020-21年

度の米山記念奨学会への一人当た

りの平均寄付額が、全国で当クラ

ブが 20位という成績を収めまし

た。2640地区内では 1位というこ

とになります。 

皆様の米山記念奨学会へのご理解とご協力に感

謝いたします。今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

 

親睦活動委員会 

「ファイヤーサイドミーティング・ 

     新入会員歓迎会ご報告」 

親睦活動委員 藤永 誉 

   

長い長いトンネルをぬけ、眩しさに目

を細める。 

19・20・21・・・ 

その長さは、だれもが想像し得なかっ

たほど。 

まだこの後にもトンネルを通ることを想定して 

安全に進んでいかなければならない。 

油断は禁物だ。 

 

10月1日に明けた緊急事態宣言で、待ってました！ 

ようやく準備していたファイヤーサイドミーティ

ング（昔、囲炉裏を囲んで盃を交わし行われたため

この名称に）が、中止にならず開催することができ

ました。 

なんと、40 周年記念例会から 370 日ぶりのお酒を

飲めるイベントとなりました。 

今回は、新入会員さんと再入会会員さんと米山奨学

生の歓迎会を南海グリル東店 3F にて楽しく時間を

過ごさせていただきました。 

新入会員は、鶴会員、𠮷村会員、北村会員。 

再入会は、畑中会員。そして米山奨学生のオアンさ

ん、昨年度の米山奨学生 陳さんです。 

エレベーターを降りて受付を済ませ、会場へ一歩足

を踏み入れると、コリにコッたウェルカムボードが、

また円卓の真ん中には、歓迎会の主役のみなさんの

写真をあしらった席札が笑顔でお迎えしてくれま

した。 

塩見会長エレクトの総合司会でファイヤーサイド

ミーティングが始まりました。乾杯の音頭を城岡会

員が新入会員さんのご紹介を交えながら声高らか

に「かんぱ～い」していただきました。 

さあ、目の前には霜降りの宮崎牛が鉄板の上で早く

焼いてとツヤツヤしながら待っております。 

南海グリルさんのお肉やっぱ最高です。いつもより

少し厚めの多めにしてくれてたように思います。 

久しぶりのゲーム司会を前に緊張を解きほぐすた

めの濃い目のハイボールがアルコール慣れしてい

ない僕の血中を駆け巡りました。質問ゲームとサイ

レントビンゴ（のちにサイレントにしたことを反省）

で納得いってませんが盛り上がりました。と記して

おきます。 

委員会報告 

 

時間 
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記念撮影をしてファイヤーサイドミーティングの

幕がおりました。 

忘年家族例会（クリスマス例会）も盛大に開催でき

ることを楽しみにしております。 

 

 

 

（50音順） 

北村勝博会員 オアンさん、ダナンの魅力を是非    

       たくさん教えて下さい。コロナが 

       落ち着きましたら、是非もう一度 

       ダナンに行きたいです。卓話がん 

       ばって下さい。楽しみにしていま 

       す。 

塩見 守会員 オアンちゃん、卓話楽しみにして 

       います。 

       皆様、緊急事態宣言が解除されま 

       したので、飲みに行きましょう。 

嶽盛和三会員 グェン ティ ホアン オアンさん    

       卓話楽しみにしております。 

       やっと来週入会歓迎会開催出来 

       そうです。お祝い申し上げます。 

中田 学会員 オアンちゃん本日の卓話宜ろし 

       く！ 

永富久紀会員 グェン ティ ホアン オアン様今 

       日の卓話、ダナンの話、楽しみに 

       しています。 

綿谷伸一会員 グェン ティ ホアン オアンさん    

       卓話よろしく。故郷の話、楽しみ 

       にしています。         

            合計１７，０００円 

 

◆米山記念奨学会特別寄付 

       嶽盛和三会員・米澤邦明会員 

 

 

 

（50音順） 

池田茂雄会員 緊急事態宣言が解除されました。 

       夜間例会での「新会員歓迎会」お 

       めでとうございます。四名の皆さ 

       ん、これからもどうぞよろしくお 

       願いします。 

奥野圭作会員 新会員の皆様、今後共よろしくお 

       願い申し上げます。 

北側一雄会員 吉村さん、鶴さん、畑中さん、北 

       村さん、そしてオアンさん、堺北 

       RCへようこそ！！ 

北村勝博会員 初めての夜の事業に出席です。 

       楽しみです。よろしくお願い申し 

       上げます。 

木畑 清会員 吉村会員、畑中会員、北村会員、    

       鶴会員、これからもよろしくお願 

       いします。 

澤井久和会員 畑中さん、北村さん、吉村さん、 

       鶴さん、ご入会おめでとうござい 

       ます。4人も入会されたのでこれ 

       で私は退会しやすいな～(笑) 

塩見 守会員 畑中会員、北村会員、吉村会員、 

       鶴会員、ご入会おめでとうござい 

       ます。ようやく歓迎会を開催する 

       事ができました。今日はいっぱい 

       飲みます。 

城岡陽志会員 畑中さん、北村さん、吉村さん、 

       鶴さん、入会して頂きありがとう 

       ございます。お陰で堺北RCは益  々

       隆盛です。 

嶽盛和三会員 吉村さん、鶴さん、畑中さん、北 

       村さん、遅くなりましたが、入会 

       おめでとうございます。米山奨学 

       生の皆さんもようこそお越し下 

       さいました。 

鶴 啓之会員 すばらしい新人歓迎会開催いた 

       だきありがとうございます。質問 

       コーナー、お手やわらかに！ 

中川 澄会員 吉村会員、鶴会員、畑中会員、北 

       村会員、改めて入会おめでとうご 

       ざいます。 

       阪神戦が気になってしかたがあ 

       りません。 

中田 学会員 新入会員の皆様歓迎会が大変遅 

       くなってすみませんでした。今日 

       は思いきり飲んでください。 

永富久紀会員 歓迎 畑中さん、北村さん、吉村さ 

       ん、鶴さん、遅くなりました歓迎 

       会、今日は楽しみましょう。 

那須宗弘会員 吉村、鶴、畑中、北村、各会員、 

       お目出とうございます。堺北クラ 

       ブは掟が厳しいので覚悟して下 

       さい。 

畑中一辰会員 再入会の歓迎、誠にありがとうご 

       ざいます。こんなに何回もやって 

       もらえるなら来年退会して、再来 

       年又入会しようか？と思います。 

       許してもらえるかなぁー 

 

SAA報告（10月 1日） 

 

時間 

 

SAA報告（10月 8日） 

 

時間 
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藤永 誉会員 吉村さん、鶴さん、北村さんよう 

       こそ堺北へ。そして畑中さん、お 

       かえりなさいませ。今日は頑張っ 

       て飲みますので誰か連れて帰っ 

       て下さい。 

吉村博勝会員 歓迎会していただきありがとう 

       ございます。これからもよろしく 

       お願いします。 

米澤邦明会員 ♪酒が呑める♪酒が呑める♪酒 

       が呑めるぞ～♪皆さん！やっと 

       酒が呑めますね！私は Dr.ストッ 

       プ。 新入会？の皆様、末永くよ 

       ろしくお願いします。 

綿谷伸一会員 新しい会員様、歓迎会遅れてすい 

       ません！一緒にロータリーライ 

       フ楽しみましょう！！        

            合計７２，０００円 

 

 

 

 

ゴルフ同好会 

「第 102回北輪会のお知らせ」 

代表世話人 塩見 守 

 

 この度「第 102 回北輪会」を下

記のように企画開催させて頂く運

びとなりました。ご多忙の折りと

存じますが、万障お繰り合わせの

上是非ご参加賜りたくご案内申し

上げます。 

         記 

日 時：2021年１２月４日（土） 

場 所：天野山カントリークラブ 南・東コース 

   堺市南区別所 1549－46 ☎072－284－1919 

集 合：AM 8：50 

スタート：AM 9：10 （8組予定） 

会 費：お一人様 6,000 円（賞品および会食費） 

競技方法：18ホールストロークプレー 

※初参加、第 100回から参加 2回未満の方は Wペ

リア 

エントリーの都合上締切日までに事務局（ＦＡＸ 

Ｅメール）までお願いします。例会にてお返事頂

いても結構です。 

締め切り１１月１９日（金） 

 

 

第 4回定例理事会 

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１０月１日（金）例会後 

場 所 「南海グリル 東店 3Ｆ」 会議室 

議 案   

１．9月度 8ＲＣ連絡会について  

  ・中止のため報告事項なし 

２．大阪府立大学日本語弁論大会に係る後援名義 

 使用承諾並びに寄附依頼、また、今年度審査員 

 １名派遣について 

  ・大会審査委員・・・中川会長出席 

  ・協賛金・・・承認 

３. 地区補助金の進捗状況について 

  ・池永国際奉仕委員長より報告 

４．指名委員会「2024-2025年度」会長人選につ 

 いて 

  ・会長、幹事 一任 

５．11月の「子ども囲碁フェスタ･堺」が中止と 

 なったため 11月 12日（金）を通常例会とする 

 件 － 承認  

６. その他  

 ・元会員 山ノ内様より碁盤と碁石のセットを 

 寄贈いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

時間 

 

今週の歌 

「赤とんぼ」 

 

  夕焼小焼の 赤とんぼ 

 負われて見たのは いつの日か 

 

  山の畑の 桑の実を 

  小籠（こかご）に摘んだは まぼろしか 

10月会員・奥様誕生祝い 代表 城岡会員 
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ファイヤーサイドミーティング・ 

畑中会員、北村会員、吉村会員、鶴会員の歓迎会 

10月8日（金）18：30~ 於：南海グリル東店3階  

 


