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前回の例会 
2022年 10月 14日(金)第 1968回 
「ファイヤーサイドミーティング」 

        開会：１８：３０ 
    於：ニューミュンヘン 南大使館 
 

 
 
 
 

前々回の例会 
2022年 10月 7日(金)第 1967回 

卓 話 「過去、現在、未来」    
卓話者  米山奨学生 
    グエン・ティ・ホアン・オアン様 
紹介者  米澤 邦明 会員 

今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」 
     「バースデーソング」 
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 
 平野祥之会員(11日) 堀畑好秀会員(14日) 
 三上尚嘉会員(18日) 嶽盛和三会員(19日) 

 北村勝博会員(28日) 吉村博勝会員(30日) 
 城岡キヌ子様(4日)  濵口良子様(19日) 
〇結婚記念祝い 該当者なし 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2022年 10月 21日 第 1967号・第 1968号 

 

2022年 10月 21日(金)第 1969回 

卓 話 「絵図で見る堺のまちの成り立ち」    

卓話者  堺市文化財課 

      非常勤職員 井溪 明 様 

紹介者  堀畑 好秀 会員 

今週の歌  「Ｒ-０-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 

「堺北ＲＣの歌」 「赤とんぼ」 

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（１０月度） 

堀畑好秀会員（第４２回） 

國井 豊 会員（第３７回） 

木畑 清 会員（第 ８回） 

 

 

 

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：吉村博勝 

 

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 10月 28日(金)第 1970回 

卓 話   ｢ 堺包丁と食文化 ｣ 

卓話者 株式会社 和泉利器製作所 

代表取締役会長 信田 圭造 様 

（堺ロータリークラブ） 

紹介者  城岡 陽志 会員 

  

本日の例会 

 

時間 

 

次回の例会 

 

時間 

 
＜10月7日(金)の出席報告＞ 

会 員 数            29名 
出席会員            19名 
欠席会員                     10名 

    ゲスト                        1名 
    ビジター                      0名 

＜10月14日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            29名 
出席会員            15名 
欠席会員                     14名 

    ゲスト                        2名 
    ビジター                      0名 
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「過去、現在、未来」 

米山奨学生 

 グエン・ティ・ホアン・オアン様   

紹介者 米澤 邦明 会員 

 

2021 年から 2 年間、米山奨学生

として堺北ロータリークラブでお

世話になっているオアンです。奨

学生としてこの度は２回目で卓話

させて頂きました。それは私の光

栄です。大阪観光大学の4年生です。現在、卒業

するため、卒業論文を準備しています。日本語

で卒業論文を書く必要なので、大変で難しいで

すが来年卒業出来るように精一杯頑張ります。 

  今回の卓話では目次として、まず私の履歴と

来日したきっかけを紹介し、来日してから驚い

たことを述べていきたいと思います。次に、５

年間振り返って出来たこと、奨学生に採用され

て最も感謝することです。最後に、これからの

目標と好きなことわざを話させていただきます。 

 あっという間に、来日してから今まで５年を経

ちました。短くもない、長くもない時間ですが、

本当に日本に留学してよかったと思います。6 年

前にダナン大学を退学するかどうかさんざん迷

った末に、思い切って日本に行こうと決定しま

した。当日、来日して困っても苦労しても必ず

後悔しないように頑張ろうと思います。 

ようやく 2017 年に日本に来ました。日本に来て

から、驚いたことがたくさんあります。たとえ

ば、日本のレストランでサンプルやメニューに

ある写真は綺麗でほとんど本物と似ていること

です。または日本のお菓子が多くてパッケージ

が綺麗です。多分それもベトナムに戻るたびに 

皆さんから「日本のお菓子を買って帰ってね」

よく言われている一つの理由でしょう。 

私は奨学生に採用されてから感謝する気持ちが

いっぱいです。勉強の時間が増えたことはもち

ろんですが、新しい出会いができて新しいこと

にどんどん挑戦していこうことも多いです。し

かも、社会人の皆さんたちの経験やアドバイス

を伺って様々なことが勉強になりました。なお、

奨学生に採用されてから国際交流活動に参加で

き、今までやったことのないことが体験できま

した。 

今後、卒業して奨学生として活動するのでは

なくても、社会に貢献して、今まで学んだこと

を活用して、日本とベトナムの架け橋になり、

これからも友好な関係を続けていきたいと思っ

ています。また、外国語の勉強が好きなので、

中国語も勉強し始めます。そのため、ベトナム

と日本の架け橋にとどまらず、ベトナムや日本

と世界の架け橋になれると思います。 

 

 

 

会長 塩見 守 

 

本日の会長の時間は、私の友人

との思い出話をさせていただこう

と思います。先週の金曜日の夜に、

くも膜下出血で亡くなった友人に

ついての話です。この訃報を聞い

たのは今週月曜日の昼で、この日がお通夜、翌

日火曜日告別式という案内でした。家族葬だと

聞きましたが、20 年以上の付き合いを家族ぐる

みでしていましたので、妻と息子と私の3人で参

列させていただきました。友人の息子と私の息

子は同じ年で、息子達が小学2年生の時から同じ

少年野球チームに所属したことがきっかけで付

き合いが始まりました。下の娘も同じ年だった

ので、すごく縁を感じお互いの家を行き来した

り、ほぼ毎週末には一緒に外食、カラオケを楽

しんだりして深い付き合いでした。友人はとて

も家族を大切にする人で、自分より家族が一番

という考え方をしていましたので、私は常に尊

敬していました。家族に対する思いの師匠的な

存在で、いろんな話をしましたがいつも感心し

ていました。ビールが大好きなのも同じで、い

つもビールと子ども達の話で盛り上がって飲み

過ぎていました。車 1台で 2家族 8人、いろんな

所に遊びに行きました。海水浴場やプールが一

番多く行きましたが、ユニバーサルスタジオジ

ャパン、ひらかたパーク、野球観戦、太秦映画

村、関西サイクルスポーツセンターなどたくさ

んの思い出があります。どれも家族愛に満ち溢

れた一日を一緒に過ごしてきました。享年 52 歳

という若さで天国へと旅立ってしまった友人、

早すぎる死に私は涙が止まりませんでした。ま

だまだこれからやりたいこともたくさんあった

と思います。お互い子ども達も成長しこれから 4

会長の時間（10月 7日） 

 

時間 

 

卓 話（10月 7日） 

 

時間 
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人で楽しい時間を過ごす予定を考えていた矢先

の事で、コロナ禍が落ち着いたらと計画してい

た事が実行できなくなってしまいました。しか

し友人の思いを引き継いで家族ぐるみの付き合

いは続いていき、心残りを考えて、しっかりサ

ポートしたいと思っています。 

 

 

 

 

「堺市 里親啓発へご協力のお願い」 

社会奉仕委員長 平野祥之 

 

過日の例会にて、児童養護施設 

清心寮 副施設長 井筒先生に卓話し

ていただき、堺市では、里親のこと

を一人でも多くの人に知っていただ

くために啓発活動を行っており、堺

市内の会社やお店などにチラシやポスターを掲

示していただけるようお願いされていました。 

つきましては、ご協力いただける会員さまは 

例会ご出席時か事務局にご回答をお願いいたし

ます。 

 

 【掲示していただきたいもの】 

 ・チラシ （Ａ４、Ｂ５） 

 ・ポスター（Ｂ２，Ｂ３） 

 ・カード （名刺サイズ）など 

 

 

（50音順） 

奥野圭作会員 グェン ティ ホアン オアンさん

今日はよろしくお願いします。 

城岡陽志会員 10月 15日土曜日毎日放送の「せ 

やねん」に久しぶりに出ます。 

今回は絶対面白いです。10月 22 

日はレッドブル主催のボックス 

カートレースに作った５輪車で 

参加します。 

澤井久和会員 明日から奄美にとんずらです。 

河内天美違いますよ。 

鶴 啓之会員 オアンさん、今日の卓話楽しみ 

です。緊張せず、頑張って下さ 

い。 

中田 学会員 オアンちゃん卓話楽しみです。 

永富久紀会員 今日は。グェン ティ・ホアン・ 

       オアンさん、本日卓話楽しみに 

しています。 

那須宗弘会員 米山奨学生オアンさん卓話楽し 

みにしています。 

畑中一辰会員 オアンチャン今日も明るく、皆 

さんに元気を与えてください。 

卓話楽しみです。米澤さんの無 

理難題にお応えします。 

吉村博勝会員 30日で満 75才になります。後期 

高齢者になり、免許証切替えの 

ため、認知症検査無地合格、免 

許証交付できました。 

米澤邦明会員 仕事の都合でロータリー例会の  

時間が全くNGになり、8月後半よ 

り出席しておりません。本日米 

山月間と言うことでオアンさん 

に卓話をお願いしています。委 

員長不在の卓話になりますが、 

どうかよろしくお願いします。

「私のことは忘れても米山特別寄

付は忘れないで下さい！」ＹＴＫ

４８（米山特別寄付）  

   合計３６，０００円 

 

◆米山特別寄付･･･那須宗弘会員、畑中一辰会員 

         吉村博勝会員、米澤邦明会員 

 

 

 

 

SAA報告（10月 7日） 

委員会報告 

 

時間 
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第４回 定例理事会 

2022-23年度理事会構成メンバー   

塩見、笹山、畑中、澤井、池田、那須、永富、

平野、池永、中川、綿谷、中田   

（会計監事：坂田）    

日 時 ２０２２年１０月７日（金）例会後  

場 所 南海グリル 天兆閣別館 4F 「ローズ」 

議 案       

１．9月度 7ＲＣ連絡会ついて －報告 

２．堺7RC合同フォーラム開催のアンケートにつ  

いて      

・令和5年3月の金曜日夜間開催予定。不都合な    

日 とテーマの提出。 

３．指名委員会「2025-2026年度」会長人選につ 

いて  

 ・会長幹事一任 －承認    

４．パソコン購入の件    

 ・ZOOM対応するためのノートパソコンを購入  

－承認   

９月度堺７ＲＣ 

合同フォーラム委員会・連絡会議事録 

日 時：２０２２年９月１５日（木） 

場 所：アンジェリカ・ノートルダム 

ホスト：堺中RC  

＜堺７ＲＣ合同フォーラム委員会＞午後 3：00～  

協議内容   

① 堺 7RC合同フォーラムについて 

7月度堺7RC合同例会委員会で決定した2022年 

10月 14日(金)の合同フォーラムは、コロナ感 

染拡大により準備が間に合わない上に将来に 

わたって継続して実行できるような内容を検 

討する必要があり延期を決定した。 

② 開催は 2023年 3月中の金曜日に決定し、開催 

日は各クラブの意向をふまえ後日決定する。 

時間は 1６：００～１８：３０とする。 

③ 参加人数は現在８０名程度の出席を予定して 

いるが、各クラブでの協議により決定する。 

④ 合同フォーラムのテーマについては、各クラ  

ブより様々な意見が出されたが、もう少し時  

間的余裕があるため、各クラブ内での意見を 

ふまえ、委員会で検討していく。 

⑤ 合同フォーラムの日時・テーマ等についての 

アンケート用紙を堺中 RCが作成し、各クラブ 

に送付し、集計は堺 RCが行う。 

⑥ 合同フォーラムの会場については、堺 RCより 

ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺での見 

積り書の説明があったが今後の継続審議とす 

る。 

＜堺 7RC連絡会＞ 午後4：00～5：00 

［議 案］ 

① 堺市里親支援機関 子ども家庭支援センター 

清心寮から（堺北RC）  

里親支援専門相談員 井筒 貴史 様より堺市の 

里親制度の現状の説明があり、さらに詳しく 

説明するために各クラブの例会時での卓話の 

希望の要望があった。 

② 堺泉ヶ丘RCが創立 35周年記念事業として作 

成したＣＤの紹介があり、各クラブ例会時に 

動画視聴のお願いがあった。 

③ 堺清陵 RCが市民に RCの告知・PRのイベント 

を 2023年3月 5日(日)堺市役所前広場で開催 

の報告があり、各クラブへの協力の要望があ 

った。   

     

  

その他 

１０月度会員誕生日祝い 代表 吉村博勝会員 

 

米山奨学生 グェン ティ ホアン オアンさん 
１０月度米山奨学金授与 

 

例会風景 (10月7日) 
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会長 塩見 守 

  

本日はファイヤーサイドミーテ

ィングにご参加くださり、誠にあ

りがとうございます。特にテーマ

は設けていませんが、ロータリー

について語り合っていただきたい

と思っています。「10月 24日の世界ポリオデー

に行動しよう」と国際ロータリーのジェニファ

ー・ジョーンズ会長がおっしゃっています。

又、2022年 11月 5日、6日には国際ロータリー

第 2640地区、地区大会が予定されています。当

クラブの会員増強や退会防止、社会奉仕、国際

奉仕等々様々な話題があると思います。本日は

限られた時間ではございますが、大いに堺北Ｒ

Ｃの明るい未来について語り合って下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堺泉ヶ丘ロータリークラブよりお知らせ 

 

堺泉ヶ丘RCは、創立35周年記念事業として

歴史教材 国際ロータリー物語「奉仕の一世

紀」の講談動画を制作。YouTube に公開配信し

ました。 

収録全１９話で 1話約３０分（20分～29分） 

全編約８時間。講談師の玉田玉秀斎師匠が 

国際ロータリークラブより刊行された100周年

記念誌「奉仕の一世紀」を基に講談。 

ロータリーの歴史を写真を交え、分かり易く

語ってくれています。 

ロータリーを知るための貴重な素晴らしい動

画教材です。是非、ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1話 ロータリークラブ誕生 

第 2話 ロータリーの伝統 

第 3話 ロータリー全米へ 

第 4話 世界に広がるロータリーの奉仕の心 

第 5話 ビッグジムの大冒険 

第 6話 提案者アーチクランフの生い立ち 

第 7話 アーチクランフとロータリー財団 

第 8話 ロータリークラブの試練 

第 9話 クラブにおけるロータリアン 

第 10話 ロータリークラブの社会奉仕 

第 11話 社会奉仕と職業奉仕 

第 12話 世界社会奉仕 

第 13話 ロータリーの青少年奉仕 

第 14話 ロータリーの女性たち 

第 15話 寛容のこころ 

～平和をつくるロータリー～ 

第16話 ユネスコ・国連創立から世界人権宣言 

へ 

第 17話 ポリオプラス～ロータリーの献身～ 

第 18話 第1回ロータリー国際理解と平和賞を 

受賞 岩村昇博士 

第 19話 【最終話】  

国際ロータリー講談とこの先の未来へ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCum7XitOVIwM

wI3kzpEBj8g 

 

 

会長の時間（10月 14日） 

 

時間 

 

本日のお客様  
平野会員のご紹介で司法書士の植田麻友様 

 

https://www.youtube.com/channel/UCum7XitOVIwMwI3kzpEBj8g
https://www.youtube.com/channel/UCum7XitOVIwMwI3kzpEBj8g
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今週の歌「赤とんぼ」 

 

夕やけ小やけの 赤とんぼ 

負われて見たのは いつの日か 

 

山の畑の 桑の実を 

小篭に摘んだは まぼろしか 


