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2021年 12月 3日（金)第 1936回 

卓 話 「コロナ後の経済・金融動向について 」 

卓話者 株式会社 三菱ＵＦＪ銀行 堺支店 

    堺アセットコンサルティングデスク 

    副デスク長 渡邉 祐輔 様     

紹介者   畑中 一辰 会員 

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（12月度） 

 泉谷一郎会員(4日) 

 塩見直子様(3日) 嶽盛幸子様(25日) 

 澤井ふみ様(30日) 

〇結婚記念祝い（12月度） 

 泉谷一郎会員(4日) 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2021年 12月 10日第 1936号 

2021年 12月 10日（金)第 1937回 

卓 話   「上半期を顧みて 」 

卓話者    中川 澄 会長    

お客様  カンボジア スナーダイ･クマエ孤児院 

      代表 メアス 博子 様 

今週の歌  「 日も風も星も 」 

      「 雪の降る町を 」 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・年次総会・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

〇皆出席表彰（12月度） 

 該当者なし 

 

 

 

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：池田茂雄 

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 12月 18日（土)第 1938回 
「 忘 年 家 族 例 会 」 

 １７：３０～ （１７：００～受付）    

於：大阪マリオット都ホテル（天王寺ハルカス） 

＊12月17日(金)の例会は上記へ変更させていた

だきます。 

＊12月24日(金)、31日(金)は休会です。 

本日の例会 

 

時間 

 

＜12月3日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            22名 
欠席会員               8名 

    ゲスト              2名 
    ビジター            0名 
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「コロナ後の経済・金融動向について 」 

 

株式会社 三菱ＵＦＪ銀行  

 堺アセットコンサルティングデスク(堺支店担当) 

  副デスク長 渡邉 祐輔 様  

 取引先第三課      池内  亮  様    

紹介者  畑中 一辰 会員 

 

 畑中会員のご紹介で上記お二

人にご来会いただきまして、コ

ロナ後の経済や金融の動向、そ

して今後の見通しなどにつき、

有意義なお話をうけたまわりま

した。 

ご多忙の中、堺北ロータリークラブのためにお越

し頂きありがとうございました。厚くお礼申しあ

げます。 

なお、今回はお申し出により、詳細な内容は省略

させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 中川 澄 

 

 本日は、遺言のお話です。 

 自筆で書く自筆証書遺言と公証

人に作成してもらう公正証書遺言

があります。自筆証書遺言は、原則

として全文自筆で書かなければな

らないことになっていますが、最

近、法改正があり、財産目録だけは自筆で書かな

くてもよいことになりました。とはいえ、自筆証

書遺言は、形式面や内容面で法的に不備があるこ

とが多く、不備があれば無効になってしまうので、

多少お金がかかっても公正証書遺言を作成する

ことをお勧めします。 

 専門家に相談の上公正証書遺言を作成したの

に、作成者の想いと違う結果が発生することもあ

ります。私が「これはやめたほうがいい」と思う

のは、預金口座を特定して、この銀行の預金は長

男に、この信用金庫の預金は二男に、といった遺

産分割方法の指定をすることです。遺言を作成し

た時点で、それぞれの口座に入っている金額と、

自分が亡くなったときにそれぞれの口座に入っ

ている金額が大きくずれる可能性があります。ま

た、遺言作成後認知症になってしまい、成年後見

人がついたところ、成年後見人が管理のため大半

の口座を解約して口座をまとめてしまったため、

遺言内容が実現できないという事案も見たこと

があります。 

 遺言は、何度でも作り直すことができます。そ

れぞれの遺言の内容が矛盾する場合、最も新しい

遺言の効力が優先します。お子さんの１人が親御

さんに自分に有利な遺言を作成してもらい、その

後、他の兄弟の意向で新しい遺言が作成されない

よう、親御さんを隠してしまうというひどい事件

もときどき見かけます。 

 

 

 

開口神社参拝のご案内 

 恒例の開口神社参拝は下記の通り開催いたし

ますので、ご参加下さいますようお願い申し上げ

ます。例会ではありませんので、ご参加は自由で

す。 

記 

 日時：令和 4年 1月 3日（月）１１時００分 

 集合場所： 開口神社境内  

＊マスク等感染予防対策をしてお越しください。 

 

 

 

 （50音順） 

奥野圭作会員 渡邉様、本日はよろしくお願い申 

       し上げます。 

塩見 守会員 妻の誕生祝ありがとうございま 

       す。渡邉様、池内様卓話楽しみに 

       しております。  

卓  話 

会長の時間 

時間 

 

ＳＡＡ報告 

時間 

 

幹事報告 

時間 

 

池内様 ・ 渡邉様 
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城岡陽志会員 4日（土）の TV番組「せやねん」 

       に藤永君、宇瀨さん親子が出ます 

       が、時間変更になりました。AM10 

       時前と 1時前に変更です。ヨロシ 

       ク。 

嶽盛和三会員 三菱ＵＦＪ銀行 渡邉様、池内様、 

       卓話よろしくお願いいたします。 

       家内の誕生日お祝いありがとう 

       ございます。 

中川 澄会員 渡邉様、池内様、本日はようこそ 

       お越し下さいました。卓話よろし 

       くお願いいたします。 

吉村博勝会員 副デスク長 渡邉祐輔様、本日の 

       卓話楽しみにしています。 

 合計２４，０００円 

◆米山記念奨学会特別寄付 

       嶽盛和三会員・米澤邦明会員 

 

 

 

第６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１２月３日（金）例会後 

場 所 「南海グリル 東店 3Ｆ」 会議室 

議 案  

１．１１月度 8ＲＣ連絡会について(別紙) 

  - 報告 

２. 下半期会費の件（別紙）- 承認 

３. 堺北ロータリークラブ・細則 改正案につい 

 て（別紙）- 継続審議 

４．堺泉ヶ丘ＲＣ創立３５周年式典の件 

 ・2021年 12月 18日(土)16：00～ 

  於：ホテルロイヤルクラッシック大阪 

   - 会長出席 

５．事務局 冬期賞与の件 

 ・例年通り支給 – 承認 

６．事務局 冬期休暇の件 

 ・12月 29日(水)～2022年 1月 4日(火)まで 

  - 承認 

 

堺８ＲＣ連絡会議事録 

日時：2021年 11月 15日（月）14：30～ 

場所：堺商工会議所 

ホスト：堺東ロータリークラブ 

＜議 事＞ 

＜連絡事項＞ 

１. 第 90回互輪会開催の件（堺北 RC） 

  日時／2022年 4月 12日(火) 

  場所／天野山 CC 

 ・可能ならば会食も行う予定 

２. ＩＭの件（堺中 RC） 

 ・名称を「ＩＭ」から「8RC合同例会」に変更 

  する 

 ・開催時期は 9月〜10月くらいが望ましいと 

  の意見あり 

 ・今後も継続審議とする 

３. その他 

・新春合同例会パンフレット配布のご案内  

 （堺おおいずみ RC） 

・創立 50周年記念式典開催のご案内（堺東 RC） 

  日時／2022年 4月 24日(日)午後 4時～ 

  場所／ホテル・アゴーラ・リージェンシー 

     大阪堺 4階ロイヤルホール 

 

 

写真同好会 

   「各種フォトコンテストのお知らせ」 

代表世話人 藤永 誉 

  

下記フォトコンテストが開催されて

います。 

ご関心ある方は、是非エントリーし

てみてください。 

①「2022年『Rotary』誌フォトコンテスト」 

 ロータリーの雑誌写真賞エントリー期間がオ

ープンしました。2022年『Rotary』誌フォトコ

ンテストにご応募ください。受賞写真は、ロー

タリー誌の 2022年 6月号に掲載されます。 

応募サイトは、https://on.rotary.org/3cIsE4w 

あなたの写真が『Rotary』誌に掲載されるチャ

ンスです。 

その他 

時間 
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②「堺イルミネーション 2021」を被写体とする  

 写真を対象としたフォトコンテスト 

 堺イルミネーション 2021は「大小路シンボル

ロード(南海高野線堺東駅～南海本線堺駅)」、

「山之口商店街」、「利晶の杜」、「フェニーチェ

堺」に 17：00～23：30の間、2022年 1月 15日

まで点灯。 

メール（illumi@s-crc.jp）でご応募、または

Instagramで「#堺イルミ 2021フォトコン」をつ

けて投稿してください。受賞者には豪華商品が

あります！ 

《応募期間》 

2021年 12月 1日(水)～2022年 1月 15日(土) 

主催：堺市中心市街地活性化協議会 

③「堺区フォトコンテスト」 

堺区公式インスタグラムでハッシュタグ

#sakaiku_enjoyをつけて写真を投稿してくださ

い。 

締切：2022年 1月 15日(土) 

主催：堺区役所企画総務課（℡228-7403） 

 

 

ゴルフ同好会 

     「第 102回 北輪会ご報告」 

代表世話人 塩見 守 

  

 2021年 12月 4日（土）第 102回

北輪会ゴルフコンペを天野山カン

トリークラブにて開催いたしまし

た。今大会は、澤井会員のご友人２

名のご参加をいただき、総勢２０名

での開催となりました。この日は予報では過ごし

やすい天候の予定でしたが、冷たい風が一日中吹

いている中でのプレーとなり、かなり苦戦を強い

られた様子でした。又、今回はセルフプレーでの

開催でしたので、普段キャディー付きで回られて

いる方には忙しい思いをさせてしまいました。結

果は、こんな良くない状況の中でしたが、見事に

鶴会員が優勝なさいました。準優勝は綿谷会員で

３位はゲストの倉田さんでした。いつもご協賛を

頂いておりますが、今大会もたくさん頂戴いたし

ましたのでご紹介させていただきます。水内様、

宇瀬様、山ノ内様、中田会員、綿谷会員、鶴会員、

天野山カントリークラブ様より頂き、表彰式では

大変盛り上がりました。ご協賛下さいました皆様、

本当にありがとうございました。次回の予定です

が、2022年 4日 23日（土）を予定しております。

春の暖かい日を考えましたので、多くのご参加を

頂いて楽しい一日を皆様と共

に過ごしたいと考えていま

す。たくさんのエントリーを

お待ちしております。最後に、

今回ご参加下さいました皆

様、本当にありがとうござい

ました。 

     今週の歌「雪の降る町を」 

  雪の降る町を 雪の降る町を 

  想い出だけが通りすぎてゆく 

  雪の降る町を 

  遠い国から落ちてくる 

  この想い出を この想い出を 

  いつの日かつつまん 

  温かき幸せのほほえみ 

米山奨学生 グエン ティ ホアン オアンさん 

12月度米山奨学金 授与 

12月会員・奥様誕生祝い 代表 嶽盛和三会員 

例 会 風 景 

鶴会員 優勝スピーチ 


