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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） 

 

 

 

 

 

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 

      事務局長 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 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2022年 1月 7日第 1937号・1938号 

2022年 1月 7日（金)第 1939回 

卓 話   「 大人の剣道 」 

卓話者   北村 勝博 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・年次総会・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

〇会員・奥様誕生祝い（1月度）  

 畑中一辰会員(1日) 木畑 清会員(2日)   

  塩見 守会員(11日)  奥野圭作会員(17日) 

  綿谷伸一会員(17日)  

 鶴  京子様(14日) 中田のり江様(17日)  

 田口美保子様(19日)  

〇結婚記念祝い（１月度）  

 國井 豊会員(15日) 池永隆昭会員(22日) 

 

 

 

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 

 

2022年 1月 13日（木)第 1940回 
「 堺８ＲＣ新春合同例会・互礼会 」 

 １０：３０～ （１０：００～受付）    

於：ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺４Ｆ 

＊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10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              1名 
    ビジター            0名 

＜12月18日(土)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            24名 
欠席会員               6名 
出席ご家族         27名 

    ゲスト              2名 
    ビジター            0名 
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    「カンボジアの子どもたちと共に」 

カンボジア スナーダイ･クマエ孤児院 

      事務局長 メアス 博子 様 

 

 私が事務局長を務めるスナーダ

イ・クマエ孤児院は、1998年にカ

ンボジア内務省に NGO登録を済ま

せた児童養護施設です。スナーダ

イ・クマエとはカンボジア語で、

カンボジア人の手によるものという意味です。 

私が甲南大学４回生だった 1997 年に母の知人が

カンボジアに中学校を建設し、一緒に学校を見に

行きませんかと誘われたことをきっかけにし、初

めてカンボジアに行きました。そのときに学校建

設の現地責任者をしていたのがスナーダイ・クマ

エ創立者である私の元夫のカンボジア人男性で

す。創立当時代表を務めていた彼と 2010 年に離

婚した際、その後の施設運営を託されて私が団体

代表となりました。 

 スナーダイ・クマエの児童数は 19 名で、その

多くが虐待や児童労働などから保護された子ど

もたちです。まったく身寄りがない兄弟、母子家

庭の子どももいます。 

子どもたちは施設を家として、公立の小・中・高

校に通います。施設内では、基本的生活習慣、ス

キル教育、情操教育を指導しています。私たちの

教育の目的は、自分の頭で考え、自分の足で歩け

る人を育てることです。 

 カンボジアの法律で高校を卒業した後は施設

に住み続けることができないので、それまでの間

に自分のことは自分でできるようにならなけれ

ばなりません。スキル教育は英語、日本語、PCが

あり、全員が能力に合わせたクラスで学び、将来

の職に活かすことを目的としています。情操教育

としては、カンボジア伝統舞踊、絵画、スケート

ボード、写真撮影、お菓子作りなど、学校教育に

はない分野を楽しんで学んでいます。絵画教室で

できた作品は、コロナ禍以前は毎年日本各地（東

京・神戸・和歌山など）で絵画展を開催し、支援

者の皆様にもご覧いただく機会を設けさせてい

ただいていました。 

 設立から 20 年以上が経過し、団体としても州

福祉局運営許可、社会福祉省施設認定及び MOU締

結と国が定める全ての手続きを完了をしていま

す。設立当初子どもだった卒業生も今では 100名

に近くになり、社会人となったあとに自費で大学

を卒業した子やすでに結婚をして家庭を持って

いる子もいます。その多くは現在の施設の子ども

たちに差し入れをしてくれるなど今でも縁が繋

がっています。そればかりではなく、2019年に私

から卒業生の一人に団体代表を譲り、設立当時か

ら指導員を務めてくれていたスタッフも施設長

になってくれました。私は事務局として団体を支

えることになりました。まさにスナーダイ・クマ

エ（カンボジア人の手によるもの）としての団体

運営に向け着実に進んでいます。 

 コロナ禍前は、人前でお話しする機会も多くい

ただいておりましたが、今回コロナ禍で初の対面

でのお話となりました。ご多忙な皆様にこのよう

な貴重なお時間をいただきましたこと、また施設

への寄付金も頂戴しましたこと、心からお礼申し

上げます。ありがとうございました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

  中川会長より支援金が手渡されました 

 

 

 

 

会長・候補者指名委員会 代表 中川 澄 

  

 それでは、堺北ロータリークラ

ブ細則第 5条「会合」第１節の規

定に基づき、「年次総会」を開催い

たします。議案は次の通りです。 

１. 2022-23年度理事・役員の件 

２．2024-25年度会長・幹事の件 

     会長候補に 藤永 誉 会員 

       

同意される方は、拍手をもって賛意を示して下

さい。 

会員数 30 名、出席会員 22 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議案、賛成多数で承認

を得ました。ご協力ありがとうございました。 

卓  話 

年次総会 
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「上半期を顧みて 」 

会長 中川 澄 

 

 本来、「上半期を顧みて」は上半

期に行った事業を改めてご紹介し、

事業遂行にご尽力いただいた会員

の皆様にお礼を申し上げる場だと

思いますが、今期は、新型コロナウ

イルス感染拡大の影響により、例年

行っている事業の大半が実施できませんでした。 

しかし、そのような中で、一部会員とのオンライ

ン例会を併用しつつ、実際に集まって例会を開催

し続けられたことは大変意義の深いことであっ

たと考えております。例会に出席し続けて下さっ

た会員の皆様に改めて御礼申し上げます。また、

新型コロナウイルス感染防止のため様々な配慮

をいただいた南海グリルの皆様にも御礼申し上

げます。 

 このような中ではありますが、令和３年１０月

８日、緊急事態宣言の解除を待って、南海グリル

東店にて、昨年度ご入会いただいた畑中会員、北

村会員、吉村会員、鶴会員を歓迎するファイヤー

サイドミーティングを実施することができまし

た。大きな声を出してはいけないという特殊なル

ールのビンゴゲームも、藤永会員のご活躍により、

皆で楽しむことができました。 

令和３年１０月２９日には、豊岡敬ガバナー、西

谷稔ガバナー補佐をお迎えしてのガバナー公式

訪問が行われ、当クラブの活動について、貴重な

ご意見をいただくことができました。 

令和３年１２月１８日には、マリオット都ホテル

大阪にて、２年ぶりとなる忘年家族会が開かれる

予定であり、多くの会員、ご家族の皆様から出席

のお返事をいただいております。 

 新たな変異株が発見され、新型コロナウイルス

感染の動向は不透明ですが、下半期も安全安心を

最優先としつつ積極的に事業に取り組んでまい

りたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報委員会 

「ロータリーの友 12月号のご紹介」 

広報委員 奥野 圭作 

 

〔横組み〕 

P6 「ロータリーとは」「ロータリ

ーの目的」 

 今一度ご確認ください。 

P23 ドイツのロータリアン ノー

ベル賞を受賞 

 ベンジャミン・リスト氏が、不斉有機触媒の開

発に貢献したとしてノーベル化学賞を受賞しま

した。 

P24 世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰ 電車でポリオ根絶を訴える 

 10月 24日の世界ポリオデーを前に、18～24日

までの 1週間､JR東日本はじめ首都圏の全女性専

用車(京浜東北線･根岸線、埼京線、りんかい線、

常磐線各駅停車､つくばエクスプレス、中央線快

速、中央総武線各駅停車、青梅線、五日市線) お

よび南武線 横浜線の1車両の中づり広告が全て､ 

「END POLIO NOW」のポリオ根絶啓発ポスターに

なりました。 

P26 日本からフィリピンへ若者の未来を築いて

います 

 「一般財団法人記比国育英会 バキオ基金」につ

いて掲載されています。 

P28 ロータリー日本財団 令和 2年度事業報告 

P39 ガイが考える奉仕 

 フィラデルフィア RC（1873-1960）のガイ・ガ

ンディガーは奉仕を解説する際、「向上

(Betterment)」という言葉だけを使いました。ロ

ータリーとは、自分自身、事業、同業者、業界、

そして社会全体を向上させる運動であり、責務で

あるというのが、ガイの奉仕哲学です。 

Ｐ40 世界中のロータリープロジェクト 

 フィンランド、オーストラリア、アメリカ、ガ

イアナ他で行なったプロジェクトが紹介させて

います。 

〔縦組み〕 

Ｐ4 筋肉を保持「貯筋」する大豆のチカラ 

  ～宇宙実験で分かった 

 徳島大学大学院医歯薬学研究部 教授 兼 

 宇宙栄養研究センター長 二川 健 氏 

1 日の半分以上の時間を、ベット上と車椅子で生

活されている人を対象に、大豆を 1日 8グラム病

会長の時間 

時間 

 

委員会報告 

時間 
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院食として 1ヶ月、連続で食べてもらう実験をし

たところ、大豆を食べた人の筋力・筋量が共に増

えていたそうです。 

その他にも筋肉に対する大豆のチカラについて

興味深い話が掲載されています。 

是非普段の食事に大豆を摂り入れるよう心掛け

てください。 

以上12月号のご紹介です。是非ご一読ください。 

  

 

親睦活動委員会 

「忘年家族例会開催のご報告」 

親睦活動委員長 木畑 清 

 

 コロナ禍により、家族会が長ら

く中止となっていましたが、12月

18日（土）大阪マリオット都ホテ

ルにて「2021年度忘年家族例会」

を無事開催することができまし

た。前回の家族会は、は 2020年 10月の創立 40

周年記念例会、1年 2ヶ月ぶりの家族会となりま

した。 

年末のお忙しいとき、またお出まし難い時期にも

かかわらず、会員 24 名及びそのご家族、米山奨

学生、元米山奨学生、事務局の 32名、総勢 56名

の皆様にご参加いただきました。ありがとうござ

いました。 

2 部では恒例のガールスカウト大阪府第 15 団員

のお二人により、全員参加型のゲームをしていた

だき、盛り上げていただきました。 

次いで、アンソレイユさんによるミニコンサート。

美しい演奏と歌で、一気にクリスマス気分です。 

最後に、子どもたちお待ちかねのサンタとトナカ

イが登場し、プレゼントが配られ、子どもたちは

大喜びでした。今年はささやかなプレゼントです

が、奥様方にもサンタが来たようです。 

 皆様にご協力いただきながら、無事盛会に終わ

ることができました。心より感謝申し上げます。 

コロナも変異株への不安など収束にはまだまだ

時間かかりそうですが、皆様ご自愛いただきまし

て、2022 年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

（１）例会変更のお知らせ 

次週、1月 14日の例会は 13日（木）の「堺８Ｒ

Ｃ新春合同例会・互礼会」へ変更いたします。 

  「堺８ＲＣ新春合同例会・互礼会」 

日時：２０２２年１月１３日（木） 

  例 会 １０：３０～（受付：10：00～） 

  互礼会 １１：１５～ 

於：ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺 

  ４F「ロイヤルホール」 

ホスト：堺おおいずみロータリークラブ 

 

＊ラウンドワンの臨時駐車場のサービスが無く

なりました。ホテル駐車場は限られていますの

で、混雑が予想されます。公共交通機関等のご

利用や、お車乗り合わせにてお集まりくださ

い。 

 

 

 （50音順） 

北村勝博会員 メアス様、ようこそロータリーへ 

       お越し下さいました。カンボジア 

       のお話、楽しみにしています。 

坂田兼則会員 会長、幹事、SAA、上半期お疲れさ 

       までした。  

嶽盛和三会員 メアス博子様お久しぶりです。 

       会長幹事始め役員の皆様、半年間 

       お疲れ様でした。 

鶴 啓之会員 先日の北輪会で優勝いたしまし 

       た。ハンディー激減となり、しば 

       らくおとなしくしております。 

       ありがとうございました。 

那須宗弘会員 中川先生ご苦労様です。 

       どうぞ残り半分頑張って下さい。 

那須宗弘会員 メアス博子様ようこそお越し下 

       さいました。どうぞごゆっくりお 

       楽しみ下さい。 

綿谷伸一会員 嶽盛会員昨日はありがとうござ 

       います。久しぶりに泣き笑い出来 

       ました。メアス博子様お久しぶり 

       です。本日よろしくお願いします。 

 合計３２，０００円 

 

    

 

 （50音順） 

松岡 史子 様 キャンセルばかりの1年でしたが、 

       久し振りの食事会、嬉しいです。 

池田茂雄会員 やがて迎える新しい年が、輝かし 

       い年となりますようお祈りいた   

       します。欠席ごめんなさい。  

ＳＡＡ報告(12月 10日） 

時間 

 

幹事報告 

時間 

 

ＳＡＡ報告(12月 18日） 

時間 
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北側一雄会員 一年間大変お世話になり、ありが 

       とうございました。 

笹山悦夫会員 ロータリーのお陰で、すばらしい 

       忘年家族例会に家族で参加でき、 

       とても感謝しています。 

塩見 守会員 笹山会員、先日は大変お世話にな 

       りました。 

       忘年家族例会楽しみにしており 

       ました。今日はそこそこ飲ませて 

       いただきます。 

城岡陽志会員 孫が増えてきた。「じぃちゃん」と 

       呼ばれる事に抵抗がなくなりま 

       した。 

嶽盛和三会員 忘年家族会、家内とお世話になり 

       ます。今年一年ありがとうござい 

       ました。親睦活動委員会の皆様あ 

       りがとうございます。盛会をお祝 

       い申し上げます。 

鶴 啓之会員 すばらしい親睦家族例会に初参 

       加出来、うれしい。次回は孫を連 

       れて来ます。 

中川 澄会員 皆様、上半期大変お世話になりま 

       した。下半期もよろしくお願いい 

       たします。 

中田 学会員 メリークリスマス。中川会長、綿 

       谷幹事、笹山 SAA前期ご苦労様で 

       した。 

永富久紀会員 クリスマスパーティーありがと 

       うございます。 

那須宗弘会員 会長さん始め役員の方は御苦労 

       様でした。来年も又元気で会えま        

       す様に。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畑中一辰会員 メリークリスマス！！楽しみま 

       す。 

平野祥之会員 親睦活動委員の皆さま、忘年家族 

       例会のご準備、本当にありがとう 

       ございます。この日を楽しみにし 

       ていました。 

藤永 誉会員 久しぶりのクリスマス例会、楽し 

       みです。罰金と合わせて。 

辰 正博会員 メリークリスマス！又来年も宜 

       しく。 

吉村博勝会員 忘年家族例会に初めて参加させ 

       て頂きます。楽しい例会になりま 

       すように。 

       この一年間ありがとうございま 

       した。 

 合計８１，０００円 

 

 

 

臨 時 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１８日（土） 

       忘年家族例会前 

場所 大阪マリオット都ホテル 20階「茜の間」 

議案   

１．台風２２号によるフィリピン災害支援につ

いて 

 ・堺北 RC基金より支援 － 承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長　　　　　（役員） 塩見　守 クラブ奉仕   （理事） 那須宗弘

会長エレクト （役員） 笹山悦夫 職業奉仕      （理事） 永富久紀

副会長       （役員） 藤永　誉 社会奉仕     （理事） 平野祥之

幹事          （役員） 藤永　誉 国際奉仕     （理事） 池永隆昭

SAA           (役員） 畑中一辰

会計          （役員） 池田茂雄

副幹事　中田　学 直前会長　中川 澄（役員） 直前幹事　綿谷伸一

副SAA  澤井久和 （会計監事　木畑　清　　）
その他

２０２２年～２０２３年度　　理事・役員　

候補者指名委員会　代表　中川　澄

堺北ロータリークラブ

理事・役員

その他 
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～ 例 会 風 景 ～ 
忘年家族例会 2021.12.18（土） 


