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     前回の例会 

2022年 5月 27日（金)第 1951回    

  「 次年度のための 

      第3回クラブアッセンブリー 」 

      次年度各委員会委員長  

今週の歌 「我らの生業」 

     「浜辺の歌」 

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 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2022年 6月 3日第・第 1951号 

 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)  

 

 

 

 

 

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 10日（金)第 1953回    

 卓 話  「 会長退任挨拶 」 

 卓話者   会長 中川 澄   

本日の例会 

 

時間 

 

＜5月27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              0名 
    ビジター            0名 
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会長 中川 澄 

  

 本日は、弁護士の専門性の話の続

きです。民事が専門ですか、刑事が

専門ですか、と聞かれることがよく

あります。しかし、刑事事件を専門

にする弁護士は日本にはほとんど存

在しません。なぜなら、日本では大半の刑事事件

が私選弁護、すなわち、被疑者・被告人と直接契

約して自由に料金を取り決めるものではなく、裁

判所に選任され料金も国が決めた価格となる国

選弁護により運用されているからです。 

国選弁護の料金はかなり安く、それだけで事務所

を運営するのは難しいと思われます。事務所を構

えず、携帯電話を使って仕事をしている若い弁護

士が、回しきれないほどの件数の国選弁護を受任

し、個々の事件について弁護人としてするべきこ

とをしていないとして問題視されたこともあり

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・泉谷・奥野・

濵口・永富・田口・笹山 

〇活動方針 

（1）コロナ禍により、この2年間は 

活発な活動が制限されてきたが、今 

年度は大いに活動を興し、入会に導 

くことが出来るよう努めたい。 

（2）昨年度の会員目標数が達成されていないため、 

今年度も会員総数３５名を目標として活動する。 

（3）昨年度同様女性会員の入会にも力を注ぎたい。 

〇活動計画 

（1）昨年度はコロナ禍により「拡大例会」も縮小を 

余儀なくされたが、今年度は早めに準備も進め、

盛大に開催したい。（2023年4月21日(金)夜間例

会に変更し開催予定） 

（2）委員会も年に数回実施し、会員の発掘に努めた 

い。 

（3）入会候補者の方を通常例会にお誘いをする。 

○希望予算額 １５０，０００円 

 

親睦活動委員会 

委 員 長 那須宗弘 

副委員長 中田 学 

委  員 城岡・坂田・泉谷・池永・笹山・畑中・ 

平野・北村・吉村・鶴 

〇活動方針 

親睦活動を通じて会員相互の交流

と友情を深め、会員各位と家族、ファ

ミリー会員、準会員に参加して頂き、 

楽しく思いやりのあるクラブ活動にして行く様、努

力してまいります。 

〇活動計画 

（1）ビアパーティー ７月２３日（土）18：00~ 

大阪マリオット都ホテル １９Ｆ 

（2）忘年家族会 １２月２４日（土） 

大阪マリオット 都ホテル 

（3）春の一泊親睦家族旅行計画中 

米山梅吉記念館等見学 

（4）最終例会  

６月１７日（土） 

南海グリル東館３Ｆ予定 

以上、四大行事の円滑なる実施予定しています。 

○希望予算額 １，０００，０００円 

 

広報委員会 

委 員 長 池田茂雄 

副委員長 坂田兼則 

委    員 那須・北村・吉村・鶴 

〇活動方針 

 毎月発行される「ロータリーの友」誌、

そして当クラブにおいて毎週発行の「ク

ラブ週報」、それに当地区において毎月発

行の「ガバナー月信」など、これらのロ

ータリー情報などを活用しながら、ロータリーに対

する会員からの関心を高め、ロータリーへの理解を

深めるべく努めてまいります。 

〇活動計画 

（1）毎月の「ロータリーの友」誌を例会時に委員が 

輪番で解説し、ロータリー活動に対す理解を深め   

てまいります。 

（2）毎週発行の「クラブ週報」で、例会行事やその  

他の活動状況を詳細に報告し、同時に翌週以降の 

行事予定も詳細にお知らせ致します。これにより、 

ロータリーに対する会員皆さんからの関心が高

会長の時間  

次年度のための 
第 3回クラブアッセンブリー 
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まるよう努めてまいります。このことが欠席され 

た会員皆さんへの周知にもつながります。 

（3）このクラブ週報は当クラブのホームページ上  

にアップされ、会員皆さんは必要に応じていつで  

も、この週報をご覧になれ大変便利です。また、 

このことが当クラブの活動記録にもつながり一 

石二鳥です。 

  このクラブ週報は、会員しか閲覧できない会員専 

用ページではなく、広く一般の方々が自由にいつ 

でも閲覧できるページへのアップなのです。この 

ため、週報の原稿を書かれる時には、この点に充 

分ご注意くださるよう特にお願い致します。 

（4）「ロータリーの友」誌や、「地区ガバナー月信」

に当クラブの、これはと思われる活動を積極的に

投稿し、当クラブの認知度の向上、そしてイメー

ジアップを目指します。 

○希望予算額 ９６，０００円 

 

ホームページ委員会  

委 員 長  坂田兼則 

副委員長  池田茂雄 

委    員  米澤・平野 

〇 活動方針 

(1) 堺北ロータリークラブの更なる  

認知度の向上とイメージアップを  

目指しながらあらゆる情報の発信 

に努めて参ります。 

(2) ホームページに掲載した各種の活動状況及び記 

録は、堺北ロータリークラブの歴史であり、又後  

日のために役立つ有益な資料として、掲載内容に  

十分配慮し、内容の充実に努めてまいります。 

〇活動計画 

(1) 当クラブ会員の活動におけ「例会出席」・「ニコニ 

コ箱」の情報を「会員専用ページ」を通じて個人  

別各種情報として発信し、各自の啓蒙に努めてま  

いります。 

(2) 一般の皆様には、堺北ロータリークラブの諸活 

動の理解を深めていただくよう情報発信に努め 

ます。 

○希望予算額 １５０，０００円 

  

 

 

 

 

 

 

出席委員会 

委 員 長 鶴 啓之 

副委員長 吉村博勝 

委    員 坂田・辰・池永・笹山 

〇活動方針 

 楽しいロータリー活動は、まず以

て出席にあり、例会の出席と共に地

区大会、各会合、当クラブの活動に

出席するようにお願いする。 

欠席の場合は、メークアップをして、各自皆出席

を目標に掲げていただく。 

〇活動計画 

（1）ホームクラブの例会出席を勧める。 

（2）各委員会との連携を密にして、出席率100％ 

を目指す。 

（3）欠席の場合は、必ずメークアップをお願いす 

る。 

（4）欠席の多い会員との繋がりを密にして、自然 

に出席率をアップしていただく。 

○希望予算額 １００，０００円 

 

職業奉仕委員会 

委 員 長 永富久紀  

副委員長 田口 隆 

委    員 泉谷・三上・濵口 

〇活動方針 

 「職業奉仕がロータリーの看板で

ある」、「ロータリーの根幹は職業奉

仕である」という表現は以前から言

われていますが、まさにロータリーのロータリー

たる所、以ては職業奉仕の実施にあると思いま

す。 

『超我の奉仕（奉仕第一、自己第二）』 

これは「最も奉仕する者、最も多く報いられる」

実施的な倫理原則に基づくものであり、ロータリ

ーの奉仕の根幹です。 

「あなたの喜び私の喜び」、「あなたの幸せ私の幸

せ」とも表現されています。 

〇活動計画 

（1）職業奉仕と社会奉仕（奉仕の違いについて） 

（2）職業奉仕の具体的な活動について 

（3）職業奉仕の理念について 

クラブで理解していただき、職業奉仕の実践に

役立てていただくこと。 

○希望予算額 ５０，０００円 
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社会奉仕委員会 

委 員 長 平野祥之 

副委員長 中田 学 

委  員 池永・綿谷・泉谷 

〇活動方針 

今年度こそコロナ前の活動を実施で

きることを期待して・・・ 

（1）地域に根差した社会奉仕活動を

実施する。 

（2）クラブ会員、家族、多くの御参加をいただき 

活気のある奉仕活動を！ 

〇活動計画 

（1）春・秋の仁徳天皇陵清掃 

（2）春・秋の交通安全 

（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） 

（4）ガールスカウトさんとの交流（新年会） 

（5）ダメゼッタイ募金活動（毎月第3例会） 

（6）ワークセンターつつじさんのリサイクル活動 

に賛同し、PCなど小型家電回収に協力 

○希望予算額 ５００，０００円 

 

青少年委員会 

委 員 長 北村勝博 

副委員長 畑中一辰 

委  員 泉谷・辰・平野 

〇活動方針 

 次世代の若者が将来立派な社会人に

なって頂く様にセミナーを通じて、共

に過ごし、経験し道徳や知見、常識を

醸成して頂く活動を致します。またそ

のような人間形成が将来のロータリアンとなって

頂く様、長期の視点で活動を致します。 

〇活動計画 

(1) インターアクト、ローターアクト、米山奨学生 

等の活動に参加致します。 

(2) 地区ライラセミナーが開催された際には参加及 

び協力を致します。 

(3) 今年度のライラは和歌山県立武道館（和歌浦） 

での開催となります。武道を通じて礼儀作法を

若者に伝達することとなります。 

（２０２３年ＧＷの予定） 

○希望予算額 ５０，０００円 

 

 

 

 

国際奉仕委員会 

委 員 長 池永隆昭 

副委員長 北村勝博 

委  員 綿谷・泉谷・嶽盛・畑中 

〇活動方針 

(1) 友好クラブ等と連携して、国際奉  

仕プログラムに参加すると共に、友 

好クラブとの 更なる親善を図る。  

〇活動計画 

(1) タイ・ノンケームRC ブンクムRC ロイエ  

ットRCと連携し、国際奉仕プログラムに参加す 

る。 

(2) タイ・ノンケームRC・と3RCにて友好クラブ 

締結続ける。 

(3) カンボジア スナーダイ・クマエ孤児院 絵画 

展参加。 

(4) フィリピン NGO法人プルメリアの事業に参加 

する。 

○希望予算額 ７００，０００円 

 

ロータリー財団委員会 

委 員 長 木畑 清 

副委員長 國井 豊 

委  員 三上・濵口 

〇活動方針 

 地区の方針を実行します。 

財団の使命は、人々の健康状態の改

善、質の高い教育を提供し、環境保護

に取り組みます。 

財団はロータリアンの「寄付」を資金として地元

及び国際社会に貢献します。 

〇活動計画 

財団年次基金1人当たり１８０ドル以上 

ポリオ・プラス寄付1人当たり３０ドル以上を徴

収させていただきます。 

○希望予算額 ５０，０００円 

 

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 

〇活動方針 

 強制ではありませんが、米山特別

寄付を1件でも増やす様にお願いい

たします。 

〇活動計画 

 当クラブ米山奨学生2年目のグェン・ティ・ホ
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アン・オアンさんとの交流も深めます。 

また、米山特別寄付の為の袋を作成し、簡単に寄

付をしていただける様にします。 

○希望予算額 ５０，０００円 

 

会 計 

委員長 池田茂雄 

〇活動方針 ・活動計画 

（1）次の五部門ごとの会計処理と預金 

管理を事務局とともに行います。 

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」、災害時等のお見舞  

いに充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 

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、頻繁に動きがあるため毎月  

の会計報告を当クラブホームページの「会員専用 

ページ」にアップし、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に致します。。 

（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、 

動きが少ないため入金及び出金の明細は省略し 

ますが、月々の残高を表示し毎月末の預金残高を 

確認して頂けるように致します。このように当ク 

ラブは常に会計をオープンに致します。 

（4）当クラブの預金並びに什器備品類等資産につ 

いての保存管理は「会計」にありと定められてお 

りますので、事務局とともにその保存管理にあた 

ります。 

 

Ｓ Ａ Ａ 

委 員 長 畑中一辰 

副委員長 澤井久和 

〇活動方針 

（1）会長・幹事のサポートと共に楽し  

い例会作りを目指します。 

（2）堺北の特色を出し、おもてなしの   

精神でメーキャップに来た人をメー

キャップのリピーターにする事を目指します。 

〇活動計画 

(1) ニコニコ袋の読み上げは、書いた人の気持ちに 

なって読みます。 

(2）会長・幹事と共に他のロータリーに顔を出しメ 

ーキャップに来てくれる人を探す。 

(3) 時間を守り進行を進めたいと思います台本の

見直しと修正 

  

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 

〇活動方針 

令和２年度から続いておりますコロ

ナ渦のため、いまだ第１０回目が開催

出来ずにおりますが、日本棋院との連

携を取りながら開催できるよう努力し

ていきます。 

〇活動計画 

開催できる場合には会場の都合もありますが、

できれば令和４年中に開催できるよう努めます。 

 

写真同好会 

代表世話人 米澤邦明 

〇活動方針 

 各種委員会などと連携し、出来る

限り映像保存します。 

〇活動計画 

ロータリー活動に関してのスマホ

やデジカメで撮影した写真を事務局のサーバーに

集め、年間記録としていつでも有効利用できるよ

うにする。 

 

ゴルフ同好会 

代表世話人 北村勝博 

世 話 人 中田・塩見 

〇活動方針 

  ゴルフプレーを通じて会員・会員 

家族及びゲストの皆様との親睦を  

深めると共に、他クラブからの参加 

によるクラブ間の交流を行います。 

新入会員候補者をお誘いして親交とロータリー

活動について理解を深めて頂きます。 

〇活動計画 

（1）北輪会を4回開催 

（2）地区大会記念ゴルフ大会に参加 

（3）互輪会に参加 

（4）ゴルフに関する案内 
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歩こう会 

代表世話人 綿谷伸一 

世 話 人 中川・笹山 

〇活動方針  

歩く機会が少なくなった昨今、 

歩くことで精神面・肉体面の健康 

の推進・増進を図る。 

同時に、自然とのふれあいを通じ

て、会員・家族・友人間の親睦を図る。 

〇活動計画 

気候の良い時期に、日帰り「歩こう会」を開催 

する。 

 

グルメの会 

代表世話人 米澤邦明 

世 話 人 木畑・綿谷・吉村・鶴 

〇活動方針  

 グルメを味わえる所に御案内しま 

す。 

〇活動計画 

 親睦委員会と合同で、旅行などで

グルメを満喫できる所をチョイスします。 

また、大阪のグルメも厳選しご案内します。 

 

囲碁同好会 

代表世話人 池田茂雄 

世 話 人 中川 

○ 活動方針 

（1）囲碁のルールは非常に単純です  

が、そこから派生する「石のかたち」  

には、とても奥の深いもがあり、そ 

こが大きな魅力なのです。「子ども 

囲碁フェスタ・堺」が当クラブ恒例の大きな行事 

の一つとして定着してきました中で、この次には、 

会員の皆さんが囲碁の魅力を少しでも感じ取っ 

ていただけるようになればと思っております。 

〇活動計画 

（1）同好会としては、現在、活動らしい活動はやっ 

ておりません。ただ、以前「子ども囲碁フェスタ」   

参加者の中からホームページ上に囲碁に役立つ

記事をのせて欲しいとの声がありましたので、囲

碁の棋力向上には欠かせない「囲碁格言集」を同

好会からのニユースとしてアップしております。 

それと、ロータリーの友誌に2カ月に一回掲載さ  

れている「囲碁の問題とその回答」を引用して当  

クラブのHPにアップをと思い友誌に問い合わせ  

ましたところ、友誌に掲載するために日本棋院か 

ら頂いた原稿なので、それは止めて欲しいと言わ 

れました。 

当クラブ山田規三生名誉会員の囲碁に関する書 

籍が沢山出版されておりますが、私はその書籍を 

手に入れて囲碁の勉強をしております。提案です  

が、その書籍の中から「問題とその回答」をピッ  

クアップして当クラブのHPにアップしてはどう 

でしょうか。この場合、HPには「山田規三生プ 

ロ著書から引用」と表示します。 この場合にで 

も、山田名誉会員の了解がいると思い、「子ども囲 

碁フェスタ・堺」の開かれるのを待っているとこ 

ろです。 

（2）実は、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のアシスタントでお

馴染みの,「佃 亜希子プロ」、「水戸夕香里プロ」

などが関係しておられる「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 

いつでも自由に囲碁の対局が出来ますし、指導を 

受けることも出来ます。 

  ネット上で、「将碁友の会」で検索すると詳細が出 

てきます。是非アクセスしてみてください。 

 

伝統文化愛好会 

代表世話人 木畑 清 

世 話 人 奥野 

〇活動方針 

コロナ後に向けて伝統文化（落 

語・能、歌舞伎、文楽、狂言） 

の情報を発信します。 

〇活動計画 

おたび寄席への協力 

 

   

 

 

鶴 啓之会員 次年度、出席委員長の大役任命頂 

きました。よろしくお願いいたし 

ます。 

 

SAA報告 

時間 

 

 2021-22年度 最終例会 

  6月18日（土）17：30～  

於：シェラトン都ホテル大阪 

3階「志摩の間」 

ご参加よろしくお願いいたします。  
 


