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      前回の例会 
2022年 4月 1日（金)第 1944回 

     「社会奉仕フォーラム」 

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 

今週の歌 「君が代」「 奉仕の理想 」 

      「バースデーソング」 

お客様紹介・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(4 月度)  

坂田兼則会員(2日) 城岡陽志会員(19日) 

三上美江様(14日) 池永智恵子様(29日) 

〇結婚記念祝い(4 月度） 

北村勝博会員(6日) 嶽盛和三会員(14日) 

笹山悦夫会員(15日) 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2022年 4月 8日第 1944号 

 2022年 4月 8日（金)第 1945回 

卓 話  「 大相撲のお話 」 

卓話者  吉村 博勝 会員  

今週の歌 「我等の生業」 

      「川の流れのように」 

お客様紹介・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（４月度） 

  米澤邦明会員（第１０回）  

  中川 澄会員（第１２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 

 

 2022年 4月 15日（金)第 1946回 

   「 ロータリーデー・拡大例会 」 

   １８：００～ （１７：３０～受付） 

   於：南海グリル 東店 3Ｆ「宴」 

本日の例会 

 

時間 

 

＜3月25日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            18名 
欠席会員              10名 

    ゲスト              2名 
    ビジター            0名 

  2022年 4月 12日（火) 
第９０回互輪会ホスト 

天野山カントリークラブ ７：２０集合 
ご協力よろしくお願いします。 
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 「地域連携による被災地支援と環境啓発」 

     大阪府立堺工科高等学校 定時制の課程 

             教諭  保田 光徳 様  

         紹介者 中田学社会奉仕委員長 

 

本校定時制課程は、堺市の伝

統地場産業の「線香」と「打ち

刃物」を学ぶ「堺学」を開講し

ています。 

生徒は工科高校ならではの「も

のづくり」の大切さを学んでい

ます。 

2011年 3月 11日に「東日本大震災」がおこっ

た際に、被害の状況を TV等で見た「堺学」を学

んでいる生徒から、自分たちが作った「線香」

と「包丁」を用いて、被災地の支援をしたいと

いう声が上がり、学校と地域が協力し「東北支

援プロジェクト」を立ち上げることになりまし

た。 

生徒は、被災地の花の香りの「線香」を作り、

販売し、「線香」そのものと売上金の一部を寄付

しています。また、授業で作製した「包丁」を

小中学校に寄贈しています。この被災地活動

は、現在も続いています。 

被災地の方々との交流の中で、「電気」の大切さ

について学びました。災害が起こると停電しま

す。 

しかし、「発電機」の燃料になる「ガソリン」

や「軽油」が手に入らないので発電することが

出来ません。そこで、どの家庭にもある「天ぷ

ら油」や「使用済み油」で電気が作れる「バイ

オディーゼル発電機」を製作しました。この発

電機があれば、有事の際に電気を作ることが出

来ます。 

また、自然災害が多発している昨今、その原因

と言われている地球温暖化の一因である「プラ

スチックゴミ」から燃料油を作ることが出来る

「プラスチックゴミ油化装置」も製作しまし

た。 

これらの活動が「内閣総理大臣賞」、「環境大臣

賞」、「厚生労働大臣賞」をそれぞれ受賞するこ

とが出来ました。 

栄誉ある数々の賞は、生徒の頑張りもあったけ

れども、「堺北ロータリークラブ」様を始めとす

る地域の方々の惜しみない協力があってこそ頂

けたと心から感謝しています。 

今後も本校定時制は、地域と共に様々な事業

に取り組み、よりよい「町づくり」の一助を担

えることが出来れば幸いだと考えています。 

そして、新型コロナウイルスが落ち着いて、「ゆ

め・チャレ」が開催出来ることを心から願って

います。 

 

 

 

会長 中川 澄 

 

 去る３月２７日、２６４０地区の

地区大会がありました。今年は新型

コロナウイルス感染拡大防止のた

め、会長幹事のみ参加が認められま

した。 

午前中は地区大会立法案検討会が開催され、午後

は建築家の安藤忠雄氏の記念講演などが行われ

ました。 

２０２０－２０２１年度の各部門表彰も行われ、

パンフレット掲載のみではありますが、当クラブ

は、ロータリー財団年次基金寄付優秀クラブ、 

１００パーセントロータリー財団寄付クラブ、

「毎年あなたも１００ドルを」クラブ、米山奨学

金寄付優秀クラブとして表彰されました。 

 地区大会立法案検討会では、直前に「ＲＩ会長

に対し、ワールド大阪ロータリーＥクラブを『機

能停止ないし機能を遂行できなくなったクラブ』

として終結させることを要請する件」「ＲＩ会長

に対し、ワールド大阪ロータリーＥクラブを『終

結させてしかるべき理由があるクラブ』として終

結させることを要請する件」の２つの議案が追加

され、賛成多数で可決されました。また、当日、

これに関連して、ワールド大阪ロータリーＥクラ

ブが所属する第６分区所属クラブの選挙人から、

前記２議案についてＲＩ会長がワールド大阪ロ

ータリーＥクラブを終結させる決定をするまで、

ワールド大阪ロータリーＥクラブを第６分区か

らはずしガバナー直轄とする件が議案として上

程され、賛成多数で可決されました。 

会長の時間 

卓 話 

時間 
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会員増強委員会 

「ロータリーデー・拡大例会」 

会員増強委員長 嶽盛和三 

 

 「ロータリーデー・拡大例会」

が近づいてまいりました。 

皆様、ご友人等、お声掛けいただ

いておりますでしょうか？ 

昨日第 1回目の締め切りでは、お

客様 3名とまだまだ寂しい状態です。 

どうか皆様のご参加、ご協力のほどよろしくお

願い申し上げます。 

 

 【ロータリーデー・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 3Ｆ 

 会 費 ：会 員 ２，０００円 

      お客様  無 料 

 

 

 

（１）本日の配布物 

  ・週報 

  ・2021-2022年度 RI第 2640地区 地区大会 

   小冊子 

（２）2022-2023年度のための 

  地区研修協議会のご案内 

 標記の件、下記の通り開催されます。次年度

該当委員会委員長の皆様はお忙しいところ恐れ

入りますが、ご出席のほどよろしくお願いいた

します。 

 

日 時  2022年 4月 17日(日) 

 登録受付     9：15 ～ 10：00 

 全体協議会   10：00 ～ 11：40 

 昼食      11：40 ～ 12：45 

 部門別協議会  12：50 ～ 13：50 

 全体協議会   14：00 ～ 15：15  

場 所  国立大学法人 和歌山大学  

   〒640-8510 和歌山県和歌山市栄谷 930   

     Tel ：073-457-7007 

当日緊急連絡先  

 次年度地区代表幹事 初田隆生(はつたたかお) 

携帯 TEL ０９０－３２７６－６６２７ 

❖受付登録  東１号館  

 

    

 

 （50音順） 

奥野圭作会員 保田先生、今日は大変お忙しい所、 

       誠にありがとうございます。どう 

       かよろしくお願い申し上げます。 

城岡陽志会員 今日、入社式がありました。 

       グループで 300 名になりました。 

       おそろしい。。。 

嶽盛和三会員 保田先生卓話楽しみにしており 

       ます。 

       拡大例会、近づいてまいりました。 

       ご友人お誘いの上よろしくお願 

       い致します。 

       結婚記念日お祝いありがとうご 

       ざいました。 

中田 学会員 保田先生本日の卓話宜しくお願 

       い致します。 

米澤邦明会員 北村会員、ZOOMの接続遅くなり申 

       し訳ありませんでした。遠くセブ 

       からありがとう。 

 合計１７，０００円 

 

 

 

「うれしいお知らせ」 

囲碁同好会 

 代表世話人 池田 茂雄 

 

 当クラブ主催の「第 1 回子ども囲

碁フェスタ・堺」(2011年)に参加さ

れていた 田中康湧三段と辻 篤仁三

段が、この度、「第 70 回ＮＨＫ杯テ

レビ囲碁トーナメント」に見事出場

されます。 

このＮＨＫ杯テレビ囲碁トーナメントは、日本囲

碁界のトップ棋士５０人によって行われます。一

手３０秒の早打ちで行われる対局は、棋士たちの

真剣な表情と緊迫した勝負が繰り広げられます。 

幹事報告 

時間 

 

 

 

SAA報告 

時間 

 

委員会報告 

時間 

 

 

 

その他 

時間 
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1 回戦第２局に田中康湧三段と志田達哉八段の対

局が下記日時に放送されます。 

是非、ご覧いただき、応援いたしましょう！！ 

 

ＮＨＫ Eテレ 

放送日: ２０２２年４月１０日（日） 

午後０：３０～２：００（９０分） 

 

 

辻 篤仁三段の対局日は未だ公表されていませ

ん。分かり次第お知らせいたします。 

 

 

     「初メイクアップのご報告」 

北村 勝博 会員 

 

只今フィリピン セブ島へ出張中

のため、４月４日 セブポートセン

ター ロータリークラブにメイクア

ップしてまいりました。私の初め

てのメイクアップでした。 

この日は、朝からゴルフしてからのミーティン

グで、バナー交換もでき、大変有意義な時間と

なりました。 

 例 会 風 景 

田中康湧三段 

４月会員・奥様誕生祝い 代表 池永隆昭会員 

４月会員・結婚記念祝い 代表 嶽盛和三会員 

今週の歌 「川の流れのように」 

 

知らず知らず 歩いて来た 

細く長いこの道 

振り返れば 遥か遠く 

故郷が見える 

でこぼこ道や 曲がりくねった道 

地図さえない それもまた人生 

ああ川の流れのように ゆるやかに 

いくつも 時代は過ぎて 

ああ川の流れのように とめどなく 

空が黄昏に 染まるだけ 
 

米山奨学生 グエン ティ ホアン オアンさん 

4月度米山奨学金 授与 


