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前回の例会 

  2021年 11月 5日（金)第 1932回 

卓 話  「 ロータリー財団フォーラム 」 

卓話者  ロータリー財団委員長 永富 久紀 

今週の歌  「 君が代 」「 奉仕の理想 」 

      「 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（１１月度） 

 鶴 啓之会員(5日) 田口 隆会員(12日) 

  木畑 明子様(16日)   

〇結婚記念祝い（１１月度） 

  米澤邦明会員(4日) 中田 学会員(18日)    

 塩見 守会員(18日) 奥野圭作会員(19日)  

 三上尚嘉会員(23日) 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2021年 11月 12日第 1932号 

 

2021年 11月 12日（金)第 1933回 

卓 話 「 私の過去と現在と未来 」 

卓話者  米山奨学生 文
マン

 羨
シン

 様 

    （世話ｸﾗﾌﾞ：高石ＲＣ・香港） 

今週の歌  「それでこそロータリー 」 

      「たきび」 

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（１１月度） 

 池田茂雄会員（第３９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：奥野圭作 

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 11月 19日（金)第 1934回 

卓話者  大阪府立 泉陽高等学校  

      校長 武田 温代
ハ ル ヨ

 様 

紹介者   田口 隆 会員 

本日の例会 

 

時間 

 

＜11月5日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            21名 
欠席会員               9名 

    ゲスト              0名 
    ビジター            0名 
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「ロータリー財団フォーラム」 

ロータリー財団委員長 永富 久紀 

 

1. ロータリー財団  

 ロータリー財団は１９１７年、

アーチ・C・クランフ国際ロータリ

ー会長が「世界でよいことをする

ために」基金の設置を提案したこ

とに始まり、１９８３年に米国イリノイ州法の

下に非営利財団法人となりました。 

ロータリー財団は皆様からのご寄付を世界各地

での奉仕活動に役立てています。 

 

2. ロータリー財団の使命 

 ロータリー財団の使命は、ロータリアンが

人々の健康状態を改善し、質の高い教育を提供

し環境保全に取り組み、貧困をなくすことを通

じて、世界理解・親善・平和を構築できるよう

支援することです。 

 

3. ご寄付 

 ロータリー財団では、世界中の地域社会で、

平和の推進、水と衛生改善、教育の支援、地元

経済の促進、母子の健康改善、疾病の治療・予

防といった活動にあたっています。 

この活動をささえているのが、ご寄付です。 

 

【ご寄付の活用例】 

・６０セントで一人の子どもをポリオから守る 

 ことができます。 

・５０ドルで水を介する疾病から人々を守るた 

 めに安全な水を提供することができます。 

・１００ドルでケニアの２人の子どもの 1年分 

 の学費と教材費の提供ができます。 

・世界の人道的ニーズや平和に貢献していく若 

 者を育成するため、奨学金を提供していま 

 す。 

 

 ロータリー財団への寄付には、多くの意味が

あります。１００年以上も前に創立されて以

来、ロータリー財団は教育の支援や持続可能な

成果をもたらすプロジェクトに総額４０億ドル

以上の資金を提供してきました。 

 一つ一つのご寄付により、世界中の地域社会

を少しずつ変えていくことができます。支援を

最も必要とする人々のために、ロータリー財団

へのご寄付をお願いいたします。 

  

 

 

 

会長 中川 澄 

 

 今日は成年後見のお話です。 

高齢化社会と言われて久しいです

が、寿命が延びた分、認知症にかか

る方の数も増えてきました。認知症

になっても、普通預金がたくさんあ

って、お子さんがヘルパーや施設の

手配などをしてくれる場合、一生成年後見人をつ

けずに暮らすことも十分可能です。 

ただ、認知症で判断能力が著しく低下した後、定

期預金を解約する必要があったり、不動産を売却

したり、遺産分割協議をしたりする必要がある場

合は、成年後見人を立てざるを得ません。 

 成年後見人の選任申立は、一定の範囲の身内が

行うのが一般的です。法律上は、本人も申し立て

られることになっていますが、認知症になってい

るご本人が申立手続きを行うのは現実的ではあ

りません。 

 誰を成年後見人にするかは、最終的には裁判所

が決めます。家族のうちの誰かを推薦することも

でき、推薦された方が成年後見人になることも多

いのですが、身内でもめていて「あいつを後見人

にするな」と言う方が出てくると、推薦されたご

家族ではなく、弁護士や司法書士などの第三者が

後見人になる可能性が高くなります。そして、一

旦成年後見開始の申立をして受け付けられると、

自分が思っていたのと別の方が成年後見人につ

いたとしても、申立を取り下げることはできませ

ん。また、お身内と成年後見人の気が合わなくて

も、成年後見人の仕事に明らかに問題がある場合

でなければ裁判所は後見人を解任しませんので、

ご本人が亡くなるまでお身内が気の合わない後

見人と付き合うことになります。 

 また、成年後見では、本人の財産は本人のため

に使わなければならないということが重視され

卓  話 

会長の時間 

時間 
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ますので、いくらご本人に多額の財産があるから

といって、後見人が節税対策でお身内に本人の財

産を少しずつ贈与することは許されません。 

 

 

  

親睦活動委員会 

「例会変更及び忘年家族例会のご案内」 

親睦活動委員長 木畑 清 

 

 昨年はコロナ感染拡大のため中

止となってしまいましたが、今年は

会員の皆さま、ご家族の皆さまとご

一緒にまた楽しい時間を過ごせま

すよう、下記のとおり企画、準備を

しております。 

皆様ご家族お誘いあわせの上、たくさんのご参加

をお待ちしております。 

今後のコロナの感染状況により、やむをえず変更

が生じることがありますが、その節は、ご了承く

ださい。 

記 

開催日時  12月18日（土） 

場  所  大阪マリオット都ホテル 20階「茜」 

受  付  17：00～ 

開  会  17：30～ 

会  費  会員及びファミリー会員12,000円 

      ご家族10,000円  中学生8,000円 

      小学生以下は無料 

 ＊尚、12月17日（金）の例会は上記忘年家族 

  例会へ変更させていただきます。 

 

 

 

（１）配布物 

 ・週報   

 ・卓話資料 

 ・堺８RC新春合同例会･互礼会のご案内 

 

 

  

 （50音順） 

奥野圭作会員 北側先生お目出とうございまし 

       た。又、結婚記念日のお祝い誠に 

       有難うございました。 

北側一雄会員 たいへんにお世話になり、ありが 

       とうございました。 

北村勝博会員 北側先生おめでとうございます。 

       選挙の応援経験を初めて体験し 

       ました。永富会員、卓話楽しみに 

       しています。 

笹山悦夫会員 北側会員おめでとうございます。 

       嬉しいです。永富さん、永富節の 

       卓話楽しみにしています。 

塩見 守会員 永富会員の卓話楽しみにしてお 

       ります。 

       北側会員おめでとうございます。 

城岡陽志会員 北側さんの選挙では大変ご無理 

       を言いました。ありがとうござい 

       ました。 

田口 隆会員 北側先生おめでとうございます。 

       ひやひやしました。誕生日御祝あ 

       りがとうございます。72才になり 

       ます。 

嶽盛和三会員 永富さん財団フォーラムご苦労 

       様です。北側先生おめでとうござ 

       います。 

鶴 啓之会員 北側先生おめでとうございます。 

       今日 5日、68才の誕生日迎えまし 

       た。健康に注意して頑張ります。 

       でもタバコはやめられません。 

中田 学会員 北側会員ご当選お目出とうござ 

       います。結婚記念祝いありがとう 

       ございます。 

永富久紀会員 北側会員おめでとうございます。

畑中一辰会員 北側会員誠におめでとうござい 

       ます。永富会員、卓話楽しみにし 

       ています。 

藤永 誉会員 北側さん当選おめでとうござい 

       ます。日本を盛り上げてください。 

       よろしくお願いします。 

米澤邦明会員 サイフがどこかに家出しました。 

       だれか知りませんか？成年後見 

       人が必要かも・・・ 

       中川さんよろしく！ 

綿谷伸一会員 日曜日いい事がありました。これ      

       で堺や日本は安泰です。 

 合計４４，０００円 

 

 

ＳＡＡ報告 

時間 

 

幹事報告 

時間 

 

委員会報告 

時間 
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第５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１１月５日（金）例会後 

場 所 「南海グリル 東店 3Ｆ」 会議室 

議 案   

１．10月度 8ＲＣ連絡会について － 報告 

２．指名委員会「2024-2025年度」会長人選につ 

 いて － 承認 

３．2022-2023年度理事役員について － 承認 

４. 平野祥之会員の職業分類変更について 

 ・「人材アウトソーシング業」→「製造建設業」 

 へ変更 －承認 

５．忘年家族例会について 

 ・会場の大阪マリオット都ホテルと打ち合わせ 

 を行う 

６．2020-2021年度ニコニコ会計 収支決算報告書 

 について 

 ・池田会計担当より詳細な追加説明があった 

 

2021年 10月度 堺８ＲＣ連絡会議事録 

日時：2021年 10月 18日（月）14：30～ 

場所：ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺３Ｆ 

ホスト：堺南ロータリークラブ 

＜議 事＞ 

１．新春合同例会について（堺おおいずみ RC） 

 2022年 1月 13日木曜日10:00～ホテル・アゴ 

 ーラリージェンシー大阪堺にて、開催予定(詳細 

 は、「計画書」ご参照)。4人掛テーブル 40卓と 

 し、スペースを分割しない等の感染対策を講じ 

 たうえで、開催を予定。異議なく承認された。 

２． 創立３５周年記念式典のご案内（堺泉ヶ丘 RC） 

 2021年 12月 18日土曜日 3:30～ホテルロイヤ 

 ルクラシック大阪にて、開催予定(詳細は、「ご案 

 内」ご参照)。感染状況によっては、やむなく中 

 止の場合もある旨の連絡をいただいた。 

３．アートクラブグランプリ in sakai 休止のお 

 知らせ。（堺泉ヶ丘 RC） 

 堺市教育委員会より、令和 3年度の掲題事業の 

 休止の案内があった。 

４．IMについて。（堺中 RC） 

①泉ヶ丘 RC様より、過去の IM資料を各クラブ事 

 務局へご送付いただく。 

②各クラブでは、上記資料や IM経験者の話等を 

 勘案し、過去の IM実施事項のレビューを実施 

 していただき、次回以降の連絡会にて、意見交 

 換を行う。 

５．周年事業実施予定のご連絡（堺中 RC） 

 2022年5月21日(土)に周年記念事業(30周年) 

 開催を予定している。 

その他 

時間 

 

今週の歌「 たきび 」 

 

かきねの かきねの まがりかど 

たき火だ たき火だ おちばたき 

あたろうか あたろうよ 

きたかぜぴいぷう ふいている 

例 会 風 景 

1１月会員・奥様誕生祝い 代表 木畑 清 会員 

1１月結婚記念祝い 代表 奥野圭作会員 

北側会員 

 おめでとうございます 


