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前回の例会 

2022年 11月 11日(金)第 1972回 

『ロータリー歴史教材動画鑑賞』 

  「ポールハリスの生い立ち 

からロータリークラブの誕生まで」 

講談師四代目 玉田玉秀斎 師匠 

動画提供：堺泉ヶ丘ロータリークラブ 

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（１１月度） 

 鶴 啓之会員(5日) 田口 隆会員(12日) 

  木畑 明子様(16日)   

〇結婚記念祝い（１１月度） 

  米澤邦明会員(4日) 中田 学会員(18日)    

 塩見 守会員(18日) 奥野圭作会員(19日)  

 三上尚嘉会員(23日) 

  

 2022年 11月 25日(日)第 1974回 

  ｢ テーブル会議 ｣ 

テーマ：「今後の行事について」 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2022年 11月 18日 第 1972号 

 

  2022年 11月 18日(日)第 1973回 

卓 話  ｢ 初期の南宗寺について ｣ 

卓話者    那須 宗弘 会員 

今週の歌  「 それでこそロータリー 」 

「 堺北ＲＣの歌 」 

      「 夕焼け小焼け 」 

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（１１月度） 

 池田茂雄会員（第４０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：鶴 啓之 

 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

本日の例会 

 

時間 

 

次回の例会 

 

時間 

 

＜11月11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 

今週の歌「夕焼け小焼け」 

夕やけこやけで 日が暮れて 

山のお寺の 鐘がなる 

お手々つないで みなかえろ 

からすといっしょに かえりましょ 
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『ロータリー歴史教材動画鑑賞』 

  「ポールハリスの生い立ち 

    からロータリークラブの誕生まで」 

講談師四代目 玉田玉秀斎 師匠 

動画提供：堺泉ヶ丘ロータリークラブ様 

 

             会長 塩見 守 

本日の卓話の時間は標記の第 1 話を鑑賞い

たしました。堺泉ヶ丘 RC-が創立 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

開配信されています。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ださっています。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。 

今後も例会の空いた時間があれば、第 2 話

以降も鑑賞の時間を設けたいと思いますが、

皆さんもご関心ございましたら、それぞれご

覧いただけますので、是非ご活用ください。 

https://www.youtube.com/channel/UCum7XitOVI

wMwI3kzpEBj8g   

 

 

 

会長 塩見 守 

 

本日の会長の時間は、先日行

われました 2022-2023年度 国際

ロータリー第 2640 地区 地区大

会のお話をさせていただきます。

2022 年 11 月 5 日（土）第 1 日

目 13時 30分より、和歌山城ホ

ールにて本会議が行われました。ジェニファ

ー・ジョーンズＲＩ会長代理として、国際ロ

ータリー第 2750地区 東京飛火野ロータリーク

ラブ 水野 功御夫妻入場で始まり、国際ロータ

リー第 2640 地区 森本芳宣ガバナーの開会宣

言・開会点鐘にて開会されました。国歌斉唱、

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱は、コ

ロナ禍でございますので、ソングリーダーの

みの斉唱で出席者は全員心の中で斉唱いたし

ました。開会挨拶は地区大会実行委員長 和歌

山北ＲＣ 有田佳秀様により行われ、その後、

物故会員への黙祷をさせていただきました。

森本ガバナーより、ＲＩ会長代理御夫妻紹介、

来賓紹介、パストガバナー、ガバナーエレク

ト、ガバナーノミニー紹介の後、ガバナー挨

拶という流れで進行されました。14 時頃から、

水野ＲＩ会長代理による「元気なクラブを目

指して～参加して行動してクラブを活性化し

ましょう～」をテーマに講演を聞かせていた

だきました。ＲＩ会長は「イマジンロータリ

ー」を今年度のテーマとして発表され、「多様

性」「公平性」「インクルージョン」（ＤＥＩ）

を始め 4 つの会長イニシアチブを掲げられま

した。ロータリーの真髄は「参加して行動し

て、エンジョイロータリー」であると考えま

す。地区大会は地区内会員が一堂に会し、お

互いの活動を理解し、アイデア交換を図る絶

好の機会と考えます。森本ガバナーのリーダ

ーシップのもと各クラブの皆様が創意工夫さ

れ、地域社会に留まることなく、素晴らしい

活動を各地域において継続されていますこと

に改めて敬意を表する次第です。この地区大

会が皆様にとりインスピレーションに富み、

得るところの多い大会となることを願ってお

ります。このようなご挨拶を頂戴いたしまし

た。15 時頃からは、熊野本宮大社 宮司 九鬼

家隆様による「蘇りの熊野本宮」をテーマに

講演を聞かせていただきました。16時 15分よ

り立法案検討会が行われました。17時 15分ま

での 1 時間の予定でしたが、活発な議論が行

われたため大幅に延長となり、17時 55 分閉会

いたしました。18 時より、和歌山城ホールに

隣接するダイワロイネットホテル和歌山にて、

ＲＩ会長代理御夫妻歓迎晩餐会が行われまし

た。第 2 日目は、10 時よりホテルグランヴィ

ア和歌山にて一般公開講演が開催されました。

株式会社島精機製作所 代表取締役会長 島 正

博様による「改革する力、チャレンジする力

～愛と創造と氣で挑む～」をテーマに講演を

聞かせていただきました。13 時より、本会議

が開会いたしました。第 1 日目と同様に進行

され、14時 10分より、有人宇宙システム株式

会社 常務取締役 前村 孝志様による「日本人

は月に立てるか～日本の宇宙開発の現状と将

来～」をテーマに地区大会記念講演を聞かせ

ていただきました。15 時 15 分より、各種表彰

が行われ、堺北ＲＣはロータリー財団年次基

金寄付優秀クラブ、米山記念奨学金寄付優秀

クラブで表彰されました。又、100 パーセント

ロータリー財団寄付クラブ（27 クラブ）、「毎

会長の時間 

 

卓  話 

 

時間 

 

https://www.youtube.com/channel/UCum7XitOVIwMwI3kzpEBj8g
https://www.youtube.com/channel/UCum7XitOVIwMwI3kzpEBj8g
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年あなたも 100 ドルを」クラブ（27 クラブ）

としても紹介されました。米山奨学生の方々

も参加してくれていて、当クラブがお世話を

させていただいております、グエン テイ ホア

ン オアンさんも参加してくれていました。本

年度の地区大会は和歌山での開催で、少し遠

い会場となりましたが、多数ご参加ください

まして誠にありがとうございました。 

 

 

 

親睦活動委員会 

「例会変更及び忘年家族例会のご案内」 

親睦活動委員長 那須 宗弘 

 

コロナもまだまだ収束には至っ

ておりませんが、今年も感染防止

対策を心掛けながら、会員の皆さ

ま、ご家族の皆さまとご一緒に楽

しい時間を過ごせますよう、下記

のとおり企画、準備をしております。今年は、

クリスマスイヴに開催となりましたので、今

年のクリスマスは是非、ロータリーで！！ご

家族皆様でお過ごしいただければ幸甚です。 

皆様ご家族お誘いあわせの上、たくさんの

ご参加をお待ちしております。 

記 

開催日時：12月 24日（土） 

場 所：大阪マリオット都ホテル 20 階「茜」 

開 会：17：30～ （受 付：17：00～） 

会 費：会員及びファミリー会員 12,000円 

ご家族 10,000円 中学生8,000円 

小学生以下は無料 

出欠締切日：12月 9日(金)例会時まで 

尚、12月 23 日（金）の例会は上記忘年家族

例会へ変更させていただきます。 

 

 

国際奉仕委員会 

「第 13回国際奉仕のご案内」 

～タイ浄水器寄贈&贈呈セレモニー～ 

 国際奉仕委員長 池永 隆昭 

 

2 月 6 日～7 日まで国際奉仕

活動といたしまして、タイ浄水

器寄贈&贈呈セレモニーを下記

の要領にて行います。皆様御出

席下さいますようお願い申し上

げます。 

記 

日時：2023年2月 6日(月)～7日(火) 

 現地集合・現地解散 

 

 

 

（１）配布物   

・週報 

 ・堺 7RC新春合同例会・互礼会のご案内 

（２）11月 25日テーブル会議のご案内 

 次週 11月 25日はテーマを「今後の行事につ

いて」といたしたくご出席よろしくお願いい

たします。  

  

 

（50音順） 

澤井久和会員 前回、名札、持って帰ってしまい

ました。 

塩見 守会員 先日は地区大会にご参加下さいま

した皆様、ありがとうございま

した。 

田口 隆会員 お誕生日有難うございます。明日 

で73才になります。ノーコメン 

トです。 

嶽盛和三会員 明日地区主催の情報、規定委員長 

会議に、和歌山に行ってまいり 

ます。 

地区大会欠席致しましたが、会 

長様始めご参加された方、お疲 

れ様でした。 

鶴 啓之会員 誕生日のお祝いありがとうござい 

ます。家族よりお祝いないので、 

ポケットマネーでゴルフバック 

とシューズ新調しました。 

13日の泉谷コンペ雨交じりの  

様ですが、頑張ります。 

行 程   

（2/4） AM8：30 

PM4：00 

 

関西国際空港 集合 

スワンナプーム国際空港 

バンコク市内 ホテルへ 

(2/5) 日中 ゴルフ、観光等 親睦活動 

2/6 日中 ノンケームＲＣ ロイエッ

トＲＣ 2640 地区数クラブ

と浄水器寄贈セレモニー・

友好クラブ調印式・ロータ

リアンの集い等 

2/7 日中 

深夜 

予備日 

スワンナプーム空港 

(2/8) 早朝 関西国際空港 

SAA報告 

幹事報告 

委員会報告 
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中田 学会員 結婚記念のお祝いありがとう 

       ございます。 

畑中一辰会員 10月は、休みすぎました。出張 

が多くて、いろいろ迷惑おかけ 

しました。  

  合計２１，０００円 

◆米山奨学会特別寄付預り･･･嶽盛和三会員 

 

 

 

第５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１１月１１日(金)例会後  

場 所 南海グリル 天兆閣別館 4F「ローズ」 

議 案      

１．10月度 7ＲＣ連絡会ついて – 報告 

・2023 年 3 月 5 日(日）社会奉仕＆増強活動

（ＰＲ）イベント 

 社会奉仕＆増強活動を７ＲＣへ共催のお願 

い（堺清陵ＲＣ） 

 ・共催することで承認 

２．「堺事件」映像制作プロジェクト協賛依頼

について（井溪氏より） 

  ・協賛することで承認 

３. 地区補助金の進捗状況について 

（池永国際奉仕委員長）  － 報告 

４．下半期予定 親睦家族旅行について 

 ・11月 25日（金）のテーブル会議にて検討 

５．11月 25 日（金）テーブル会議のテーマに

ついて 

・テーマ「今後の事について」 

６．堺北 RC細則・定款等、最新版の配布につ 

いて － 承認 

７．指名委員会「2025-2026年度」会長人選に 

ついて 

・選任できておらず、引き続き検討 

 

１０月度堺７ＲＣ 

合同フォーラム委員会・連絡会議事録 

日時：２０２２年１０月２０日（木） 

場所：ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 

ホスト：堺ＲＣ  

＜堺７ＲＣ合同フォーラム委員会＞  

午後２：３０～３：３０  

協議内容   

①堺７ＲＣ合同フォーラムについて 

開催日：２０２３年３月１７日（金） 

場 所：アゴーラリージェンシー大阪堺 

テーマについては、アンケート結果に基づ

き内容を引続き検討。（アンケート結果報告

書添付） 

 

＜堺７ＲＣ連絡会＞午後３：３０～４：３０ 

［議 案］ 

①堺７ＲＣ新春合同例会のご案内(堺泉ケ丘 RC）  

開催日時：２０２３年１月１２日（木） 

１１時～合同例会  

１１時４５分～新春互礼会 

開催場所：アゴーラリージェンシー大阪堺 

４階 ロイヤルホール 

②２０２３年３月５日社会奉仕＆増強活動

（ＰＲ）イベントの件（堺清陵ＲＣ） 

社会奉仕＆増強活動を７ＲＣへ共催のお願 

い、各クラブ持ち帰り検討する。  

③堺市主催緑化まつりでの盲導犬啓蒙活動の

お願い（堺中ＲＣ） 

１０月２３日（日）開催する盲導犬チャリ 

ティー参加協力のお願い。 

④子ども食堂について（堺おおいずみＲＣ） 

２０２３年２月、３月開催予定の子ども食

堂との合同イベントのお知らせ。（詳細が決

まり次第ご案内）  

⑤堺シティオペラ定期公演会後援名義使用の 

件（堺ＲＣ） 

堺７ＲＣ引継ぎ事項により承認する。 

 

 

 

その他 

１１月度会員・奥様誕生日祝い 代表 鶴 啓之会員 

 

１１月度結婚記念祝い 代表 奥野 圭作会員 

 

米山奨学生 グェン ティ ホアン オアンさん 
１１月度米山奨学金授与 

 


