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前回の例会 

  2022年 9月 9日(金)第 1964回 
【夜間例会】インフォーマルミーティング 

開 会：１８時３０分～  ＊雨天決行 

場 所：南海グリル テラス  

 

 

 

 

 
前々回の例会 

2022年 9月 2日(金)第 1963回 
卓 話 「歩んで来た道 」 

卓話者 米山奨学生(和歌山アゼリア RC）  

許 情恩（ホ ジョンウン）様 

今週の歌  「君が代」「奉仕の理想」 

      「バースディソング」」 

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 

〇会員・奥様誕生祝い(９月) 

那須宗弘会員(2日) 澤井久和会員(7日) 

米澤邦明会員(11日) 

北側 和代様(13日) 米澤 洋子様(21日) 

〇結婚記念祝い(９月) 

北側一雄会員(9日) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2022年 9月 16日 第 1963号・第 1964号 

 

 2022年 9月 16日(金)第 1965回 

卓 話 「 私の思い出 」 

卓話者   坂田 兼則 会員 

今週の歌  「我等の生業」 

「堺北ＲＣの歌」 

「ちいさい秋みつけた」 

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 

〇皆出席表彰 (９月) 

  坂田兼則会員（第１６回） 

〇ロータリー財団表彰 

北側一雄会員（ポール･ハリス･フェロー③） 

泉谷一郎会員（ポール･ハリス･フェロー①） 

永富久紀会員（ポール･ハリス･フェロー①） 

 

 

 

2022-23年度 国際ロータリーのテーマ 

       「 イマジン ロータリー」 

  国際ロータリー会長 ジェニファーE・ジョーンズ（カナダ・ウインザーローズランド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)  ： 森本芳宣 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/morimoto/  

E-mail ： morimoto@rid2640g.com 

会長：塩見 守  幹事：澤井久和  広報委員長：池田茂雄  編集者：北村勝博 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

 2022年 9月 30日(金)第 1966回 

卓 話     未 定 

卓話者   奥野 圭作 会員 

＊９月２３日（金）は祝日休会です。 

本日の例会 

 

時間 

 

＜9月2日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            29名 
出席会員            16名 
欠席会員                     13名 

    ゲスト                        2名 
    ビジター                      0名 

次回の例会 

 

時間 

 

＜9月9日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            29名 
出席会員            18名 
欠席会員                     11名 

    ゲスト                        2名 
    ビジター                      0名 
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「 歩んで来た道 」 

米山奨学生(和歌山アゼリア RC）  

許 情恩（ホ ジョンウン）様 

 

私の名前は私が人生を生

きていく中で、人々に恩返

しをして生きてほしいとい

う意味をこめてお父さんが、

つけてくれた名前です。私

が生まれたところは、忠清

北道 (ChungCheongBuk-Do)忠

州(ChungJu)というところです。韓国で一番中心

部に位置する都市であり、自然に囲まれている

地域です。Chungju cityには、国宝第 6号の石ノ

とうがあります。石ノとうの中でも規模が最も

大きくて高いし、地理的にも韓国の中央部に位

置することから「中央塔」とも呼ばれています。

また、観光地として温泉が有名であり、果物は

リンゴが特産品として有名です。 

私は子供のころから水が好きで、３歳ごろ母と

一緒にお風呂に行ってたら一人でお風呂場で遊

んでいたらしいです。水泳を本格的に習う前に

出場した町の水泳大会で男の子たちみんなに勝

って1位になり、そのきっかけで小学校3年生の

時から選手を始めました。当時Chungju cityはプ

ールがなかったので他の地域で運動をしたりホ

テルのプールを利用したり、夏には毎年野外プ

ールで雨の日も泳いでました。それから2年後、

私が中学1年生の時、将来有望な選手として選ば

れ、初めて海外に行くことになりましたが、そ

れが水泳日韓交流戦でした。このきっかけで私

は留学を決心し、高校を卒業して福岡大学水泳

部と水泳練習をしながら日本語学校に通いまし

た。その次の年、私は、福岡大学に入学するこ

とになり、福岡大学水泳部の一員として様々な

大会に出場しました。 

資格もたくさん取りました。特にスキューバと

応急処置資格証は段階別に全て取得して最後の

インストラクタ資格まで取得し、韓国にいる時

はインストラクタとして講義もたくさん行いま

した。また、2019 年にはスペシャルオリンピッ

ク水泳コーチに選ばれ、1 ヵ月間の済州島合宿か

らドバイでの1ヵ月間の大会まで選手たちと一緒

に過ごしました。このように私は、色々なこと

を経験しましたが、一度も自分の地域で大きな

スポーツイベントが開催されたことがなかった

ため、地域住民のスポーツイベントに対する認

識について興味を持つようになりました。この

ような興味を持って論文を探したら、今の指導

の先生の研究が多様な観点から研究が行われて

いることがわかったため再び留学を決心した。

現在は、様々な学会参加と自分の研究を進めて

います。学会への出席と研究に集中できる環境

は現在の私にとって最も重要なことであり、米

山奨学金は、重要な時期に最も重要なことがで

きるよう私のことをサポートしてくれています。

それで私が歩んできたこの道を後輩たちと教え

子たちに感じさせてあげたいし、歩んでほしい

です。どんな道でも辛くない道はないと思いま

すが、私の周りには私のことをいつも応援して

くれる方々のおかげと米山奨学金に出会ったこ

とで２回目の留学生としての毎日が輝いていま

す。 

 

 

 

会長 塩見 守 

 

本日の会長の時間は、子どもの

自殺についてお話しさせていただ

きます。子どもの自殺者数は高止

まりしているそうで、新型コロナ

ウイルスの感染が広がった 2020年

は、小・中・高校生の自殺者数は499人で統計が

残る 1980 年以降で過去最多を記録しています。

国は自殺防止を喫緊の課題と位置づけて、対策

強化を急いでいるそうです。警察庁の自殺統計

に基づく厚生労働省のまとめによりますと、小

中高校生の自殺者数は 2017 年から増加傾向が続

いています。2021年は微減したものの473人が亡

くなっており、依然として高い水準で推移して

います。2018 年までの 10年間、小中高校生の自

殺者数が累計で最も多い月は8月になっています。

友人関係や学業不振に悩みを抱えている子ども

会長の時間(9月 2日) 

 

時間 

 

卓  話 

 

時間 
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は、長期の夏休みを経て学校生活が再開するこ

の頃に最も不安定になると言われています。新

型コロナ禍で生きづらさが増したとの声もあり、

厚労省の担当者は「影響がないとは言えない」

と話しています。子どもが悩みを気軽に打ち明

けられる相談先を提供しようと、厚労省は 2019

年7月からホームページで、ラインやチャットな

どネット交流サービス（ＳＮＳ）でも相談を受

け付ける各地のＮＰＯを紹介しています。また、

厚労省の有識者会議は4月、新たな自殺総合対策

大綱に関する報告書を公表。新型コロナの流行

後に自殺者が増えた子どもへの支援強化を盛り

込み、自治体や学校、地域が連携した対策を全

国に広げるように求めました。18 歳以下の専門

相談電話を運営するＮＰＯ法人チャイルドライ

ン支援センター（東京）の小林純子前代表理事

は「自分に関心を向けてくれる大人がいれば、

子どもは大事にされていると感じられる。地域

全体で支えていく必要がある」と語っていまし

た。未来のある子どもをどの様に支えていける

のか、私たちに何ができるのかを考えていきた

いと思います。 

 

 

 

（１）配布物 

 ・週報  ・8月ニコニコ領収書 

 

（２）地区大会のご案内 

2022-2023年度RI2640地区 地区大会につきまし

て、下記の通りご案内申し上げます。 

当クラブでは、11月4日（金）の例会を下記地区

大会 2日目 11月 6日（日）へ例会変更しており

ますので、ご多用のところ恐れ入りますが、ご

出席のほどお願い申し上げます。 

ホストクラブの準備の都合上、9月30日（金）ま

でに出欠の御返事を事務局まで宜しくお願いい

たします。 

【記】 

◆地区大会(第２日目) 

＜日 時＞ １１月６日（日）  

10：00   開会（受付9：30～） 

10：10～ 公開講演：株式会社島精機製作所  

代表取締役会長 島 正博氏 

13：00～  本会議 

14：05～  記念講演 

有人宇宙システム株式会社  

常務取締役 前村孝志氏 

16：50    閉会  

＜会 場＞  ホテルグランヴィア和歌山   

＜ホスト＞  和歌山北ロータリークラブ  

＜コ･ホスト＞ 和歌山東ロータリークラブ 

 

 

 

（50音順） 

池永隆昭会員 ニコニコです。 

澤井久和会員 作業着で申し訳ありません。 

塩見 守会員 ホ・ジョンウン様、ようこそ堺 

北ＲＣへお越しくださいました。 

本日の卓話楽しみにしておりま 

す。 

嶽盛和三会員 許さん卓話ありがとうございま 

す。楽しみにしております。 

永富久紀会員 ホ･ジョンウン様本日は堺北ロー 

タリークラブへようこそ。 

学業に励んでください。 

畑中一辰会員 ホ･ジョンウン様ようこそ堺北ロ 

ータリークラブへ。 

オアン様、楽しんでください。 

米澤邦明会員 たびたびの欠席申し訳ありませ 

ん。本来なら出席して申し上げ 

なくてはいけませんが、せっか 

く作った米山の特別寄付袋、ぜ 

ひ活用してください。宜しくお 

願いします。 

     合計２３，０００円 

 

◆米山特別寄付･･･畑中一辰会員 米澤邦明会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAA報告(9月 2日) 

幹事報告 

 

時間 

 

9月度 会員・奥様誕生祝い 代表 澤井久和会員 
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会長 塩見 守 

本日はインフォーマルミーティン

グでございます。毎日暑い日が続い

ていますが、今回は気分を変えて野

外でのバーベキューを計画させてい

ただきました。いつもの例会では出せないお酒

を飲みながらご歓談いただきたいと思います。

やはり会員同士が親睦を深めることが一番会の

盛り上がりに繋がると思っています。本日は限

られた時間ではございますが、思う存分にお食

事していただき友好を深めて下さい。まだまだ

コロナ禍でございますので、感染対策にはご協

力をお願いいたします。 

 

 

 

今週の歌 「ちいさい秋みつけた」 

 

誰かさんが 誰かさんが 誰かさんが みつけた 

ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた 

めかくし鬼さん 手のなる方へ 

すましたお耳に かすかにしみた 

よんでる口笛 もずの声 

ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた 

会長の時間(9月 9日) 

 

時間 

 

澤井幹事の復帰と還暦をお祝い

し、塩見会長より赤いTシャツ

のプレゼントがありました 

木畑会員の一本締めで閉会しました 

池田会員より乾杯のご発声 


