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     前回の例会 
2022年 6月 3日（金)第 1952回    

    「 第4回クラブアッセンブリー 」 

        各委員会委員長  
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（６月度）    

    笹山悦夫会員(5日)    

泉谷順子様(9日)  

〇結婚記念祝い（６月度）  

    木畑 清 会員(1日) 辰 正博会員(3日)    

坂田兼則会員(4日) 鶴 啓之会員(5日)  

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2022年 6月 10日第・第 1952号 

 2022年 6月 10日（金)第 1953回    

卓 話  「 会長退任挨拶 」 

卓話者   会長 中川 澄        

今週の歌 「 奉仕の理想 」 

      「 われは海の子 」 

お客様紹介・出席報告・臨時会員総会 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇皆出席表彰（６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 

 

2022年 6月 18日（土)第 1954回    

   「 2021-2022年度 最終例会 」 

於：シェラトン都ホテル大阪 3階「志摩の間」 

受付17：00～ 点鐘 17：30～ 

＊6月17日(金)の例会は上記最終例会へ変更 

いたします。 

＊6月24日(金)は休会です。 

本日の例会 

 

時間 

 

＜6月3日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            20名 
欠席会員               8名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            0名 

今週の歌「われは海の子」 

我は海の子 白波の 

さわぐいそべの 松原に 

煙たなびく とまやこそ 

我がなつかしき 住家(すみか)なれ 
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会長 中川 澄 

  

 倒産処理のお話です。 

 会社であれ個人であれ、破産する

と決めたら、それ以降、どこからも

借りない、どこにも返さないが大原

則です。破産すると決めた後に借入

をしたら、それは取り込み詐欺です。また、破産

すると決めた後に親戚や友人だけこっそり返済

を行ったら、それはへんぱ弁済といって、破産法

上許されない行為となり、返済を受けたご友人は

破産管財人からの取り立てにあう可能性が高い

です。なので、破産する予定だけどあなたには返

す、と知り合いが言ってきた場合、むやみに受け

取らないほうが良いです。 

 取引先が倒産したが、その会社の工場不動産や

工場内の機械類がほしい、という場合、だいたい、

破産管財人から購入することになります。どこに

いくらで売るかは裁判所の許可の下、管財人が決

めますが、管財人はなるべく高く売ろうとします。

また、細かいものをひとつひとつばらで売ってい

ると手間だけかかってしようがないので、まとめ

ていくらで売ることが多いです。 

食品を扱う事業者が倒産した場合、管財人が選任

されるのを待っていると食品が腐って大変なこ

とになるので、破産申立代理人において処理する

ことのほうが多いと思います。生ものは、基本的

に捨てます。ただで引き取ってくれる人があると

きは、ただで差し上げることもあります。 

 

 

 

会員増強委員会 

委 員 長 嶽盛和三 

副委員長 城岡陽志 

委   員 堀畑・國井・北側・木畑・奥野・濵口・ 

永富・田口・笹山 

〇年間活動報告 

今年度はコロナ禍により、委員 

会の開催も出来ず、活動が充分出 

来なかった。 

(1) 2021年7月25日和歌山ホテルグ 

ランヴィアにて2640地区クラブ会員増強委員 

長会議出席 

(2) 8月6日例会にて卓話の時間に会員増強月間   

に併せ「会員増強フォーラム」実施。 

(3) 2021年12月末日付で2名退会 総勢28名 

となる。 

(4) 2022年4月15日に「ロータリーデー・拡大 

例会」を開催した。参加者は 4 名であったが、 

会員との知り合いの方も多く手ごたえを感じ  

ている。 

現在会員総数28名であるが、来年度35名を目 

標としているが、先ずは30名を確保したい。 

 

親睦活動委員会 

委 員 長 木畑 清 

副委員長 中田 学 

委  員 城岡・坂田・泉谷・塩見・池永・笹山・ 

     畑中・平野・北村・吉村・鶴 

〇年間活動報告 

(1) 2021年10月8日、ファイヤーサ  

イドミーティングを開催しました。 

畑中会員、北村会員、吉村会員、鶴 

会員の歓迎会を行いました。 

(2) 2021 年度忘年家族例会を 12 月 18 日(土) 大

阪マリオット都ホテルにて開催する事が出来

ました。会員 24 名及びご家族、米山奨学生他

56名の皆様に参加いただきました。コロナ禍の

折、出席いただきました事、感謝申し上げます。 

(3) 3月11日出羽海部屋ちゃんこ例会、4月3日  

親睦家族旅行も中止になりました。例会も6回 

中止になりました。 

(4) 6月18日(土)最終例会をシェラトン都ホテル 

大阪にて開催予定。 

無事実施できる事を願いまして報告とさせて 

いただきます。 

終わりに中田副委員長はじめ親睦活動委員会 

の皆様に感謝申し上げます。  

 

広報委員会 

委 員 長 池田茂雄 

委    員 國井・那須・奥野・中田 

〇年間活動報告 

(1) 毎月の「ロータリーの友」誌を、 

委員が輪番で解説しロータリーに 

対する関心を深めてもらいました。 

通常は例会時を利用して行います  

が、今回はコロナウイルスの影響で例会が出来  

ないこともありましたが、その時には担当者が 

週報に内容を掲載して紹介する方法で行いま 

した。 

会長の時間  

第４回クラブアッセンブリー 
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(2) 「ロータリーの友」誌1月号に「子ども囲碁 

行事からプロ棋士誕生」の記事が掲載されまし 

た。「友愛の広場」トップページに載りましたが、 

それをご覧になった神奈川の「茅ヶ崎ロータリ 

ークラブ」から、嬉しいお便りをいただきまし 

た。「これは実に素晴らしいことで感心してお 

ります。若い世代に向けて取り組んでおられる 

貴クラブのこのお姿を我がクラブも見習いた 

い。そこで、是非、当クラブのホームページに 

この記事をアップさせて下さいますか」。喜ん 

でお受けいたしました。 

  茅ヶ崎RCのホームページにアップされており 

ますことを確認いたしました。 

(3) 毎週週報を発行し、例会及び各種行事の報告 

と、翌週以降の行事予定を詳細にお知らせし、 

会員からのクラブに対する関心を高めるべく 

努めてまいりました。 また、この週報は例会を 

欠席された会員皆さんへの周知にもなってお 

り、また、後々のための当クラブの活動記録に 

もなっております。このように重要な役割を担 

っております。 

この週報は翌週の初めに当クラブホームペー  

ジ上にアップされ、会員皆さんには必要に応じ 

てご覧いただいております。 ただ、会員しか閲 

覧できない会員専用ページではなくて、広く一 

般の方々が自由に閲覧できるページへのアッ 

プなのです。 そのため、掲載内容については、 

クレームなどのトラブルが起きないよう慎重 

な対応に努めました。 会員皆さんが原稿を書 

かれる際には、特に注意していただいておりま 

す。 

(4) 今回は、コロナウイルスの影響で例会が出来  

なくて休会することもありましたが、その際に  

も極力、週報の発行に努め、「例会自粛中・特別  

号」として4回発行いたしました。「声の広場」 

と題して、会員皆さまから原稿を戴き、おかげ 

さまで週報を発行することが出来ました。あり 

がとうございます。 

(5) あなたのクラブは交換学生受入れ等に備えて 

「損害賠償保険」に加入していますかとのお話が  

地区協議会でありました。 

それを受けて、早速、理事会にかけて損害賠償  

保険に加入いたしました。 

(6) 地区ガバナー月信へ投稿 

①「子ども囲碁行事からプロ棋士誕生」という 

記事ですが、ロータリーの友への原稿と同じも 

のを投稿しました。 

  ②「鉱山発掘隊の現状」という記事ですが、こ 

れは使用済みの携帯電話、パソコンなど不要に 

なって眠っているものを集めて解体するリサ 

イクル事業なのです。 

これは社会奉仕委員会からのものですが、広報 

委員会の事業計画にガバナー月信への投稿が  

ありますので、加えさせていただきました。 

以上、活動報告でございます。 

 

ホームページ委員会  

委 員 長  池田茂雄 

委    員  米澤・平野 

〇年間活動報告 

(1) 堺北ロータリークラブの更なる  

認知度の向上と、当クラブに対する  

イメージアップを目指しながら、各 

種情報を発信してまいりました。 

(2) ホームページを通して発信した各種の情報は、 

ホームページ上に記録として備蓄されます。そ 

のため、10年後にはやがて発行されるであろう 

記念誌の資料となるように、また、後日の活動 

計画に役立つ資料となるように心掛けながら 

掲載内容の充実に努めました。 

(3) ホームページを立ち上げて以来20年近くが 

経過しましたが、この間に膨大なデータが備蓄 

されておりますが、万一、何らかの事故が起き 

れば復元は不可能の恐れがあります。このため、 

予期せぬリスクに対するバックアップ体制の 

整備が計画されておりましたが、委員長が退会 

されました。そこで、当クラブホームページの 

維持管理をお願いしております「ハイパーメデ 

ィア・和田様」にお聞きしたところ、「その件は 

私の処で対処しておりますので大丈夫です」と 

いわれましたので安心致しました。 

(4) タイミングよく更新を行うべく、次の項目に  

ついては常時更新しております。 

  ① 毎週発行のクラブ週報の紹介 

  ② ブログ＆ニュースでは、その時々の活動 

状況等を発信 

  ③ 会員専用ページ 

     ・例会出席状況の会員個人別情報 

     ・ニコニコ箱収入の会員個人別情報 

     ・毎月の「会計報告」 

  ④ その他、会員の入会退会や、その時々の必 

要な事項を発信しております 

⑤ コロナウイルスで大変な状況が続いており 

ますが、「子ども囲碁フェスタ・堺」を心待ち 
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にしている小学生に向けて、コロナの影響で 

11月には開催出来ない旨を昨年の8月に発 

信させていただきました。 

(5) 毎日40数件のアクセスがあります。大阪周辺 

から｢約75％｣・東京周辺から｢約25％｣となっ 

ておりますが、更に、外国から月20件前後の 

アクセスがあります。嬉しいことですが、特に 

毎週発行する週報を翌週にはホームページ上 

にアップしておりますので、掲載内容について 

は、クレームなどのトラブルが起きないよう慎 

重な対応を心がけております。 

(6) トプページ左側上に下記の通り「目次8項目」  

を表示しています。 

① 会長挨拶(会長顔写真入りで表示) 

② クラブ週報の紹介(活動状況など詳細に掲 

載) 

③ ブログ＆ニュース(主な活動状況など) 

④ 例会プログラム等行事予定(例会予定や卓話 

者等) 

⑤ クラブの紹介(クラブ創立から現在までの歩 

み等を紹介) 

⑥ ロータリークラブとは(RI会長・地区ガバナ 

ーのメッセージなど) 

⑦ 会員専用ページ(出席状況・ニコニコ箱収入 

等会員個人情報) 

   ⑧ リンク(ロータリー関連団体へのアクセス) 

上記の内、「 ⑤ クラブの紹介 」をご覧いただき

ますと、当クラブの誕生当時からの歩みが詳細に

載っております。新入会の皆さんには、是非ご覧

ください。 

 

出席委員会 

委 員 長 畑中一辰 

副委員長 平野祥之 

委    員 辰・塩見・田口 

〇年間活動報告 

出席報告発表を毎月委員の中か  

ら担当者を決めて実施しました。 

その結果、発表者担当月の出席率 

が良くなりました。 

皆出席者は以下の通りです。 

7月度 綿谷会員(18回)、池永会員(5回) 

8月度 塩見会員(第9回) 

9月度  坂田会員(第15回) 

10月度 堀畑会員(第41回)、國井会員(第36回)  

木畑会員（第7回） 

11月度 池田会員（第39回） 

1月度 吉村博勝会員(第1回) 

2月度  中田 学 会員(第19回) 

鶴 啓之会員(第1回) 

3月度  笹山悦夫会員(第9回) 

4月度  米澤邦明会員(第10回) 

  中川 澄会員(第12回) 

  通期合計１４名の皆出席となりました。 

会員皆さん及び委員の皆さんのお陰で１年間  

ロータリーライフを楽しむ事が出来ました。 

コロナ禍における新しいタイプの例会として、 

ズーム等のリモートの活用も米澤会員のお陰 

で充実したものになりましたが、フェイスｔｏ 

フェイスのホームクラブへの出席率アップに  

ついては、少し課題が残ったかなとも思います。 

最後に来年度はコロナの影響が無い従来のロ 

ータリー活動を期待します。 

 

職業奉仕委員会 

委 員 長 坂田兼則 

副委員長 田口 隆  

委    員 三上・濵口 

〇年間活動報告 

 本年度においては、クラブ活動と 

しての職業奉仕活動はできません 

でしたが、例会の卓話の時間に「職 

業奉仕フォーラム」として、会員の 

皆様に職業奉仕についてお話させていただき  

ました。それによって、皆様に職業奉仕が少し 

はご理解いただけたかと思います。 

 

社会奉仕委員会 

委 員 長 中田 学 

副委員長 奥野圭作 

委  員 塩見・池永 

〇年間活動報告 

(1) 春・秋の仁徳天皇陵清掃 中止 

(2) 秋の交通安全キャンペーン中止 

 春の交通安全キャンペーンも中止 

(3) 清心寮の子供たちとの交流（夏合宿・バーベ 

キュー・春場所稽古）全て中止 

(4) ガールスカウトさんとの交流（新年会）中止 

(5) ダメ・ゼッタイ募金は例会開催第3週に実施 

いたしました。 

＊清心寮の子供たちに今必要なことがないか、訪 

問しお聞きしたところ、コロナ禍の中、子供た 

ちと金剛登山を始めたところ、もう10回以上 

登った子もいるそうです。次は富士山に登ろう 
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ということになり、リュックサックと登山靴の 

購入の補助をお願いしたいとのことでしたの 

で要望通り実施いたします。 

＊社会奉仕活動は何もできていません。 

 

青少年委員会 

委 員 長 辰 正博 

委  員 泉谷 

〇年間活動報告 

 (1) 第40回RYLA研修セミナー参 

加者募集の案内をしました。 

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)  

 

国際奉仕委員会 

委 員 長 池永隆昭 

副委員長 永富久紀 

委  員 泉谷・嶽盛・畑中・北村 

〇年間活動報告 

(1) タイ・ノンケームRC ブンクム 

RCと連携し 国際奉仕プログラム 

に参加する。 

→ 送金済み 現地で最終5/30設置及びセレモ 

 ニー開催。 

(2) フィリピン NGO法人プルメリアの事業に参 

加し 里親になる。 

→ コロナ過で面談等活動困難の為 今年度 里 

親になるのは断念 先方活動支援として 8月に 

有志支援分含め 活動資金送金済。 

(3) 12月 フィリピン セブ島 台風被害支援 （堺 

北RC基金より拠出） 

(4) タイ ノンケームRC・ロイエットRCと3RC 

にて友好クラブ締結続ける。 

→ コロナ過の為 自動継続とさせていただき 

ました。 

 

ロータリー財団委員会 

委 員 長 永富久紀 

副委員長 國井 豊 

委  員 三上・濵口 

〇年間活動報告 

ロータリー財団の最も重要な目 

 的の一つは世界平和を達成するこ 

 とに貢献することです。 

(1) 例年通り今年度も財団への寄付 

を会員の皆様のご理解をいただき、財団年次基 

金寄付を集金させていただきました。 

(2) ポリオプラス寄付も同時に集金させていただ 

きました。  

(3) いつもながら各個人会員様に会費以外にもご  

寄付をいただいております。 

ロータリー財団基金は他方にもご活用させて 

いただいております。 

(4) 本年度表彰された方 

  那須宗弘 会員 ポールハリスフェロー ④ 

奥野圭作 会員 ポールハリスフェロー ③ 

坂田兼則 会員 ポールハリスフェロー ② 

次年度も皆様方のご協力をよろしくお願いいた

します。 

 

米山奨学委員会 

委 員 長 米澤邦明  

副委員長 北側一雄 

委  員 城岡 

〇年間活動報告 

(1) 米山功労者表彰は、 

 7月には、 

 濵口正義会員（第86 回メジャード

ナー） 

      私、米澤邦明（第 6 回マルチプル） 

8月には、鶴 啓之 会員（第1 回 米山功労者） 

1月には、嶽盛和三会員(第19 回メジャード 

ナー） 

(2) 10 月の米山月間には、奨学生のグエン ティ 

ホアン オアンさんに卓話をしていただきまし

た。 

 

会 計 

委員長 池田茂雄 

〇年間活動報告 

（1）次の五部門ごとの会計処理と  

預金管理を事務局と共に行いま 

した。 

①「一般会計の部」、年会費33万円  

を財源とした会計 

②「ニコニコ会計の部」、ニコニコ箱収入を財源  

とした会計 

③「堺北基金特別会計の部」、災害時のお見舞い  

などにあてるための準備金会計 

④「記念行事特別会計の部」、周年行事の資金に 

充てるための準備金会計 
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⑤「囲碁フェスタ特別会計の部」、子ども囲碁フ 

ェスタ行事に関する特別会計 

（2）前項のうち、「一般会計の部」と「ニコニコ 

会計の部」については、各委員会ごとの予算執 

行状況を確認していただけるよう毎月の会計  

報告を「会員専用ページ」にアップいたしまし 

た。 

（3）「堺北基金特別会計の部」・「記念行事特別会 

計の部」・「囲碁フェスタ特別会計の部」につい  

ては、入金及び出金については省略し、月々の 

残高を「会員専用ページ」にアップいたしまし 

た。このように当クラブの会計は、会員皆さん  

に対して常にオープンにしております。 

（4） 当クラブ現金預金の収入支出、並びに什器 

備品など全ての資産管理の責任は会計にあり  

と定められており、理事及び役員は連帯してそ 

の責任を負うと定められておりますので、事務  

局とともにその管理に努めております。 

 

Ｓ Ａ Ａ 

委 員 長 笹山悦夫 

副委員長 畑中一辰 

〇年間活動報告 

この１年間コロナ禍の影響を受  

けましたが、できるだけ明るく、  

朗らかな例会運営と円滑な議事進 

行ができるよう努めてきました。 

(1) いろんなジャンルのBGMを 

積極的に流し、親睦を深められる和やかな雰囲 

の例会になるよう環境づくりをしました。 

(2) 限られた時間内で例会が終われるよう時間厳  

守と円滑な議事進行に注力しました。 

全体として、十分ではなかったと思いますが、 

自戒を含め貴重な経験となりました。 

 

囲碁大会準備委員会 

委 員 長 坂田兼則 

副委員長 塩見・池永 

委    員 会員全員 

〇年間活動報告 

 「子ども囲碁フェスタ・堺」は子供 

を対象とした大会ですので、本年  

度もコロナの関係で開催できませ  

んでした。 

２０２２から２０２３年度においては、できる  

だけ開催する方向で検討してまいります。 

 予定としましては、２０２３年の春ごろに開催  

できればと思っております。 

 

写真同好会 

代表世話人 米澤邦明  

〇年間活動報告 

(1)「2022年『Rotary』誌フォトコ 

ンテスト」 

 「堺イルミネーション2021」 

 「堺区フォトコンテスト」 

各種フォトコンテストのお知らせをしました。 

(2) 例会や委員会行事の写真を撮り、記録しまし  

た。  

(3) コロナ禍での例会にZOOMを取り入れ、 

ハイブリット例会に協力しました。 

 

ゴルフ同好会 

代表世話人 塩見 守 

世 話 人 中田・北村 

〇年間活動報告 

(1) 2021年9月18日（土） 第101 

回北輪会を開催致しました。 

(2) 2021年12月4日（土） 第102  

回北輪会を開催致しました。 

(3) 2022年3月9日（水）地区大会記念ゴルフ大  

会に参加致しました。 

(4) 2022年4月12日（火）第90回互輪会のホス   

トクラブとして開催致しました。 

(5) 2022年4月23日（土）第103回北輪会を開 

催致しました。 

上半期に続いて、下半期の活動も計画通りに行う

事ができました。 

 

歩こう会 

代表世話人 綿谷伸一 

世 話 人 中川・笹山 

〇年間活動報告  

  新型コロナウイルス感染拡大に 

より、活動出来なかった。 

次年度は必ず実施したい。 

 

グルメの会 

代表世話人 米澤邦明 

世 話 人 木畑・綿谷・吉村・鶴 

〇年間活動報告  

 コロナ禍のため、活動できません 

でした。 
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囲碁同好会 

代表世話人 池田茂雄 

世 話 人 中川 

○年間活動報告  

(1) 同好会として活動らしい活動は 

現在の処、やっておりません。ただ、  

当クラブの「子ども囲碁フェスタ・ 

ホームページ」に囲碁の棋力向上に 

は欠かせない「格言集」を当クラブ「囲碁同好 

会」からのニュースとしてアップしており、「子 

ども囲碁フェスタ・堺」への参加経験者や希望 

者など小学生諸君からアクセスしてもらって 

おります。 

(2) 「子ども囲碁フェスタ・堺」スタートから10 

年、この行事が当クラブメイン行事の一つとし 

て定着してまいりましたが、この次は会員皆さ 

んの出番です。このすばらしい囲碁の魅力を味 

わっていただけたらと思っております。 

実は、このところ毎回申し上げておりますが、 

当クラブ名誉会員の「山田規三生プロ」、そして 

「子ども囲碁フェスタ・堺」でお馴染みでお世 

話になっております「佃 亜紀子プロ」・「水戸夕 

香里プロ」などが関係しておられる囲碁の友の 

会がネット上にあるのです。 

  自宅にいながら、ネット上で日本国中の皆さん 

と囲碁の対局が出来る友の会なのです。 

  初心者を含め棋力に応じた相手と対局が出来  

るのです。囲碁の指導も受けられます。 

ネット上「将碁友の会」で検索すると詳細が表 

示されます。 

  是非、アクセスして頂いて、内容をご確認いた  

だきご入会をお勧めします。 

 

 伝統文化愛好会 

世 話 人 木畑・奥野 

〇年間活動報告 

 コロナ禍のため、活動できなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

社会奉仕委員会 

「清心寮 登山部へ寄付金贈呈の報告」  

委員長 中田 学 

 

 コロナ禍で、学校や寮内の行事も

無くなり、「屋外で、できるだけ人

と接触が少なく、誰もが気軽にでき

ること…」を考え、登山部を発足さ

れ、主な活動場所は金剛山。すでに１０回以上

上っている子もいるようで、子どもたちは、よ

り高い山へ登りたいという意識が高まり、今年

の夏は富士山や中央アルプスへの登山を企画さ

れているようです。レベルが高くなればそれな

りの装備も必要となるため、子どもたちのリュ

ックや登山靴を買っていただこうと、6月 8日

(水)社会奉仕委員会より寄付金をお渡ししてま

いりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（50音順） 

北村勝博会員 今年の阪神タイガース応援は、甲 

子園に観戦に行って 2連敗。息子 

と勝つまで甲子園に行く事にし 

ました。次は 6月 26日中日戦で 

す。 

塩見 守会員 5月 21日に孫が生まれ、おじいち 

ゃんになりました。これからは孫  

に恥じない行動をしたいと思っ  

ています。 

嶽盛和三会員 先程は、城岡さん、事務局坂上さ 

ん、同行いただきありがとうござ 

いました。 

又、幹事綿谷さんには留守番いた 

だきありがとうございました。 

鶴 啓之会員 結婚記念祝いをいただきました。 

光陰矢の如し、今年で 39年経ち 

ました。シワも白髪も多くなる 

SAA報告 

時間 

 

委員会報告 

時間 
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はずです。 

中田 学会員 塩見会員罰金ありがとうござい 

ます。 

那須宗弘会員 塩見会員、カステーラ有難うござ 

います。 

畑中一辰会員 昨日重要な面接が終わりました。 

来月より関空ゴルフクラブの会 

員となれそうです。北村さんも面 

接で落ちない様に～ 

合  計  ２５，０００円 

 

◆米山特別寄付 

嶽盛和三会員、濵口正義会員、米澤邦明会員 

◆ロータリー財団 大口寄付 

  濵口正義会員 

 

 

 

第 12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、畑中 （会計監事：永富） 

日 時 ２０２２年６月３日（金）例会終了後 

場 所  例会場 

議 案   

１．５月度 8ＲＣ連絡会について - 報告 

２．2022-2023年度理事役員について - 承認 

３. 姉妹クラブについて -継続審議 

４. 例会休会中の例会費の返金について    

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

時休会した例会は 6回。（2月 4日、2月 18日、

2月 25 日、3月 4日、3月 11日、3月 18日）   

・南海グリル商品券にて還付する – 承認 

５．次年度予算（案）について - 検討 

６．堺北ロータリークラブ･細則改正案について   

- 承認 

７．堺市民オリンピック 協賛依頼について 

 - 承認 

８. 事務局職員 夏季賞与の件  

・例年通り支給 - 承認  

 

５月度 堺８ＲＣ連絡会 議事録 

日時：令和４年５月１７日（火）１６：３０～ 

場所：サンパレス３Ｆ デレナツィオーニ 

＜報告＞ 

 当クラブ比楽会長より、１５：３０から開催

された委員会の報告がありました。 

・今後も連絡会の前に委員会を開き、開催に向 

けての話し合いをすること。 

・開催は次年度になるので、６月度には今年度  

委員 

・次年度委員が参加し、スムーズな引継ぎが出 

来るようにすること。 

・当初のＩＭという名称ではなく、堺７ＲＣ合  

同例会にすること。 

＜議案＞ 

 議案はありませんでしたが、何かございませ

んかとなげかけた所、明石ＲＣのメンバーによ

る不祥事についての意見交換がありました。ロ

ータリアンとしての品格を疑わせる行為を各自

戒めて欲しいと確認しました。 

＜案内＞ 

・映画「二宮金次郎」上映会のご案内と参加協   

力の依頼（堺おおいずみＲＣ）  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6月結婚記念祝い 代表 坂田兼則会員 

 塩見 守 会長エレクト PETS修了証贈呈式 

米山奨学生 グエン ティ ホアン オアンさん 

6月度米山奨学金 授与 

そ の 他 

例 会 風 景 


