
- 1 - 

 

 

      前回の例会 

2022年 1月 28日(金) 第 1942回 

卓 話 「 職業奉仕フォーラム 」 

卓話者  坂田 兼則 職業奉仕委員長 

今週の歌  「 日も風も星も 」「 荒城の月 」 

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  

 

 

 

 

大阪府にまん延防止措置発令中のため下記例会は

定款第7 条第 1 節（ｄ）（3）の規定により臨時

休会いたしました。 

 ・2月4日(金)・2月18日(金)・2月25 日(金)  

 ・3月4日(金)・3月11日(金)・3月18日(金)   

〈６回の通常例会〉  

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2022年 3月 25日第 1942号 

2022年 3月 25日（金)第 1943回 

   「 第２回クラブアッセンブリー 」 

       各委員会委員長 

今週の歌 「 R-O-T-A-R-Y 」「 堺北ＲＣの歌 」 

     「仰げば尊し」 

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：那須宗弘 

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 4月 1日（金)第 1944回 

卓 話 「地域連携による被災地支援と環境啓発」 

卓話者  大阪府立堺工科高校 定時制の課程 

        保田 光徳 様  

紹介者  中田 学 社会奉仕委員長 

本日の例会 

 

時間 

 

今週の歌 

「 仰げば尊し 」 

 

あおげば 尊し わが師の恩 

教えの庭にも はや幾年 

思えば いと疾し この年月 

今こそ 別れめ いざさらば 

＜1月28日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            14名 
欠席会員              16名 

    ゲスト              0名 
    ビジター            0名 
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        広報委員会 

「ロータリーの友・３月号紹介」 

           広報委員 中田 学 

 

「横組み」 

(1)RI 会長エレクトインタビュー

「夢をつなぐ」（16ページ） 

2022-23年度RI会長 ジェニファー・

ジョーンズ氏 

 2022-23年度 RI会長テーマは「イマジン ロー

タリー」です。「イマジン」というのは私にとって、

夢や夢を追い求める義務を意味しています。会員

の皆さんは成し遂げたいことを考えて、ロータリ

ーを通してその夢をかなえてほしいのです。とお

っしゃっています。 

またテーマロゴに関しては、 

ロゴに込められた意味 

 アボリジニの文化で「円」

は互いにつながっているこ

とを意味しており、「7 つの

点」は人をあらわすと同時

に、ロータリーの七つの重点

分野を表しています。丸と点

を一緒にすると、航路を示す星、つまり私たちの

道しるべになります。その下の太い線は、いわゆ

る「掘り出し棒」で、力仕事をするときに使うも

のです。行動を起こす人たちであるロータリーの

会員にとって、物事を成し遂げるための道具を表

しています。 

色について 

 公式行事で服装に緑、紫、白の 3色を一つでも

使うようにガバナーに要請しており、「多様性、公

平さ、インクルージョンを強調していくに当たり、

私たち一人一人が着るもので自分を表現しなか

ら、つながりを持てるようにしたかった」とジョ

ーンズ氏は説明します。色の解釈は何通りかあり

ます。 例えば、紫は「ポリオ撲滅」、緑は新たに

加わった重点分野の「環境」、そして城は私達の中

核的使命である「平和」を表しています。また、

この 3色を合わせると、女性参政権運動「サフラ

ジェット」の色になります。これは、ジョーンズ

氏が初の女性 RI 会長となることから、さりげな

くその歴史に触れているのです。 

（2）ガイ散策 クラブリーダーとクラブ運営 

 ガイ・ガンディカーが考えていたクラブリーダ

ーの責務とは、「会員一人一人の向上」と 「会員

の事業の向上」をもたらすクラブ運営です。ガイ

は、これを「ロータリ一の基本 (Fundamental 

Rotary)｣と呼び、ロータリーの教育的性格そのも

の、と考えていました。すなわち、ロータリーで

価値あるさまざまなことを学び、有意義な幾多の

体験を積むにつれて自らを律し、奉仕を実践し、

友愛に満ちた真のロータリアンに成長していく

ことが、ガイが考えていたロータリーの在るべき

姿です。 

と、ガイがクラブリーダーに求めたクラブ運営に

ついて、具体的に書かれています。 

 

「縦組み」 

（1）「私の一冊」（13ページ） 

 伊勢崎 RC 新井 良和氏 

「ロータリークラブに入ろう！」 

著：田中 久夫 氏 幻冬舎メディアコンサルティ

ング 2021年 6月刊 

  第 2840 地区(群馬県)の

田中久夫パス トガバナー

が、高崎 RCに入会した経緯

から始まり、新会員時代に

経験した活動の思い出、ク

ラブ会長年度に全力で会員

増強に取り組んだ経緯とそ

の成果、その後ガバナーを

務めるまでのロータリーラ

イフをまとめたもの。特に、会員が 64 人にまで

減少していたクラブを会長年度の1年で115人ま

でに増強、純増 51 人を達成したその手法と熱意

は、会員増強に苦労する各クラブの会長や会員増

強委員長には大いに参考になることと思います。 

と、ロータリアンのみならず、ロータリーに興味

を持つ方にもぜひ読んでほしい一冊と紹介され

ています。 

（2）俳壇（15ページ） 

 冬に入る音となりたる今朝の雨 

 堺フェニックス RC 米田眞理子氏 

以上ロータリーの友 3月号のご紹介です。是非ご

一読ください。 

委員会報告 
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会員増強委員会 

『拡大例会・ロータリーデー』へ 

お誘いのお願い 

会員増強委員長 嶽盛 和三 

 

 毎年開催を目指しておりました

「拡大例会」もコロナ禍で 2 年間

中止となりました。今年も開催で

きる状況になるかどうかわかりま

せんが、前向きに考え準備を進め

ていきたいと思います。 

この拡大例会は、「ロータリーデー」とし、皆さん

のお連れいただいた方々と、和気藹々お食事、お

酒をいただきながら交流を深め、更にはロータリ

ーについて理解していただける場となることを

目的としています。 

会員増強も大事ですが、まずは会員もお客様も有

意義なひと時となるようにしたいと考えており

ますので、お誘いし難い時期ですが、是非ご友人

にお声掛けをお願いいたします。 

準備の都合上、ご来会いただけますお客様ご自身

から、もしくはご紹介の会員より、4月 8日まで

に事務局へお申込み下さい。 

先日3月4日発行の週報特別号(No.3)の送付とと

もに、お誘い用のクラブパンフレット、ご案内を

同封いたしました。お誘いセットご入用の方は事

務局までお申し出ください。必要部数ご用意いた

します。 

「ロータリーデー」は会員全員が一丸となって取

り組んでいただきたく、どうか皆様のご参加、ご

協力のほどお願い申し上げます。 

 

        「拡大例会」 

日 時 ：２０２２年４月 1５日（金） 

     開会１８：００（受付１７：３０～） 

会 場 ：南海グリル 東店 3階 

会 費 ：会 員 ２，０００円   

     お客様  無 料  

 

 

 

 

 

 

新世代委員会 

「第 40回ＲＹＬＡ研修セミナー

募集のご案内」 

新世代副委員長 辰 正博  

 

 地区より下記日程、内容にて標

記のセミナーの案内がありまし

たのでお知らせいたします。 

対象の方がいらっしゃいましたら、ご紹介くださ

い。ロータリアンのご参加もお待ちしております。

今後のコロナウイルス感染状況の拡大や行政の

方針等により、やむを得ず変更、中止する場合が

ございます事をご了承ください。 

 

テーマ  生存・生き残る為 

実施会場 和歌山県立 白崎青少年の家 

場所   和歌山県立日高郡由良町大引 961-1 

期間   2022年 4月 29日(金)～5月 1日(日) 

主催委員会 2640地区青少年・RYLA委員会 

募集資格  国際ロータリー第 2640 地区、ロー

タリアン及びその家族、会社従業員等地区内ロー

タリークラブが支援、または奉仕プログラムの対

象となっている、学生、留学生、社会人地区内、

ロータリークラブが認める、上記学生を支援する

関係者、教員、ホストファミリー等地区内、ロー

タリークラブが認め、善良かつ、優秀な推薦 

対象年齢 （ロータリアン、引率学校関係者、ホス 

 トファミリー等をのぞく）20歳以上 34歳以下 

参加費用 ライラセミナー生（無料） 

     ロータリアン 1人（10,000円） 

募集期間 2022年 3月 10日～2022年 4月 10日 

募集人員 ライラセミナー生 ２５名 

     定員になり次第締め切り 

提出書類 参加申込書、青少年の保護、 

     危機管理に関する確認書（クラブ単位） 

  

 

 

 

（１）地区大会 You Tube 配信 URLのお知らせ 

 3月 27日開催の地区大会につきまして、 

下記の通り YouTubeの配信 URLを設定されたと

のこと、地区大会事務所より、ご案内いただき

ました。 

幹事報告 

時間 
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URLは下記となります。 

https://youtu.be/eOIE__CRBSE 

 2021－22国際ロータリー第 2640地区地区大会 

『広げようロータリーの光を！』公式配信 

 2022年 3月 27日（日）12時 00分から配信開 

 始予定  

《場所：フェニーチェ堺》 

記念講演（15：15頃） 

  「人生 100年 いかに生きるか」 

   講師 建築家 安藤 忠雄 氏 

  

    

 

 

   第 90回「互輪会」開催 

     【ホスト】につきご協力のお願い 

         互輪会実行委員長 綿谷 伸一 

  

 第 90回互輪会は新型コロナウイ

ルス感染症の影響で 2019～2020年

度より再三、中止となり、現在も

オミクロン株の爆発的な感染が広

まっている中ではございますが、

互輪会開催の頃にはおさまっていることを願い

つつ、下記の通りご案内申し上げます。 

 ご多忙のこととは存じますが、ホストクラブ

ですので、ゴルフされる方もされない方もご参

加いただきまして、堺市内ＲＣの楽しい親睦コ

ンペの一日になりますようどうかご協力をお願

いいたします。 

【ご参加いただける方（競技される方もされな

い方も）】 

 日時 令和４年４月１２日（火曜日） 

 ＊例会変更ではありませんがメークアップと 

 なります。 

 集合 AM７：２０ 

   （朝早く申し訳ありません） 

  スタートは一組目 午前８時２８分から７分 

  毎に、北→南 南→北に分かれてラウンド 

 場所 天野山カントリークラブ 

    堺市南区別所１５４９－４６ 

【競技も参加いただける方へ】 

 競技方法 

 ★１８ホールストロークプレイとする。 

 ★競技はＪＧＡ新ルール（2019.1.1施行）お 

 よび天野山ＣＣのローカルルール並びに互輪 

 会会則により行う。参加の方後日お渡ししま 

 す。 

 表彰式 4月に入ってからのコロナ感染状況に 

 より、会食の有無は決定いたしたく、ドリンク 

 のみの表彰式となる場合があります。会食無し 

 となった場合、当日差額ご返金いたします。 

 参加費 １０，０００円 

 （賞品・懇親会費・諸経費とします） 

 

 

     「地区大会記念ゴルフ報告」 

ゴルフ同好会活動報告 

代表世話人  塩見 守 

 

 2022年 3月 9日（水）大阪ゴル

フクラブにて、国際ロータリー第

2640地区 2021-2022年度 地区大

会記念ゴルフ大会が開催されまし

た。堺北ＲＣからは、鶴会員、吉村

会員、池永会員、畑中会員、北村会員、塩見の総

勢 6名で参加致た。結果は、3月 27日（日）の地

区大会で発表されるとの事で分からないのです

が、何人か上位に入賞していると思いますので楽

しみにお待ちください。今大会は、競技者 143名

で開催されました。又、ゴルフ大会実行委員長 

田中様をはじめとして、多数のロータリアンの

方々が大会運営に協力してくださっていました。

そのおかげで当日は迷うことなくスムーズに進

行出来ていました。朝のスタート前に、各組で豊

岡ガバナーと記念撮影が行われ、少し硬い表情の

方もおられましたが、和やかな雰囲気での撮影会

でした。その後プレー開始で、当日は心配してい

た天候に恵まれ（特に風ですが）最高のゴルフ日

和の中で、親睦を深めながら一日楽しく過ごすこ

とができました。26 日、27 日の地区大会は規模

を縮小しての開催が決まっていますので参加出

来ませんが、一日も早く通常の生活、ロータリー

活動の再開を願っています。 

 

 

 

その他 

時間 

 

https://youtu.be/eOIE__CRBSE

