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前回の例会 

2023年 1月 20日(金)第 1980回 

「 テーブル会議 」 

・3月 5日(日)ROTARYこども未来フェスタに 

ついて 

・春の親睦家族会（日帰り）について 他 

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・年次総会 

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（１月度）  

 畑中一辰会員(1日) 木畑 清会員(2日)   

  塩見 守会員(11日)   奥野圭作会員(17日) 

  綿谷伸一会員(17日)  

 鶴  京子様(14日)  中田のり江様(17日)  

 田口美保子様(19日)  

〇結婚記念祝い（１月度）  

 國井 豊会員(15日)  池永隆昭会員(22日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2023年 1月 27日 第 1979号・第 1980号 

 

2023年 1月 27日(金)第 1981回 

卓 話  「 免疫とは 」 

卓話者  田口 隆 会員 

今週の歌  「 それでこそロータリー 」  

      「 堺北ＲＣの歌 」「 冬景色 」 

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（１月度）  

 吉村博勝会員（第２回） 

〇米山功労者表彰 

 濵口正義会員（第92回メジャードナー） 

米澤邦明会員（第8回米山功労者） 

𠮷村博勝会員（第6回米山功労者）  

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：坂田兼則 

 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

2023年 2月 3日(金)第 1982回 
「第 2回クラブアッセンブリー」 

各委員会 委員長 

本日の例会 

 

時間 

 

次回の例会 

 

時間 

 

＜1月20日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            19名 
欠席会員                      9名 

    ゲスト                        0名 
    ビジター                      0名 

 
    今週の歌 「 冬景色 」 

さ霧消ゆる湊江の 

舟に白し朝の霜 

ただ水鳥の声はして 

いまだ覚さめず岸の家 
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会長 塩見 守 

 

2023 年を迎えまして、初めての

通常例会でございます。これから

下半期を皆様のお力をお借りして

乗り切っていこうと考えておりま

したが、先日の1月18日に、当ク

ラブの奥野圭作会員がご逝去されました。この

訃報をお聞きして、皆様も気落ちなされたこと

と思います。生前、ロータリー活動に又、多方

面にわたり奉仕活動を行っておられた奥野会員

に、謹んで哀悼の意を表して皆様と共に、一分

間の黙祷をささげたいと思います。「黙祷」お直

り下さい。私は奥野会員が堺北ＲＣに入会くだ

さった2014年6月からのお付き合いになります。

奥野会員は1992年10月27日に堺北西ＲＣに入会

されています。ロータリー歴が約 30 年のベテラ

ン会員さんで、大先輩の奥野会員ですがロータ

リー入会3年の私に、とてもやさしく声をかけて

くださり、お話させていただきました。近年は

コロナの影響で行えていませんでしたが、山之

口商店街「奥野清明堂ホール」にて若手の落語

家さんを応援されていました。何度か私も行か

せていただきましたが、特におたび寄席が終わ

ってからの懇親会が楽しみで、笑顔で出席者を

おもてなししている奥野会員が印象的でした。

又、毎年行われています「特別例会 開口神社 

年始参拝」でも終了後に、奥野清明堂ホールを

お借りしての新年会もお世話くださいました。

皆様の中には、長年お付き合いをされておられ

た方も多くいらっしゃると思います。又、機会

を設けたいと思いますので、奥野会員を偲んで、

たくさんの思い出話などをお聞かせいただきた

いと思っております。 

 

 

 

会長・候補者指名委員会 代表 塩見 守 

  

堺北ロータリークラブ細則第 5

条「会合」第１節の規定に基づき、

「年次総会」を開催いたします。

議案は次の通りです。 

 

１. 2023-24年度理事・役員の件 

２．2025-26年度会長・幹事の件 

会長候補に 池永 隆昭 会員 

同意される方は、拍手をもって賛意を示して

下さい。 

会員数28 名、出席会員19名で、クラブ細則第

5 条第 3節の規定により定足しており、会員総会

は有効に成立。上記 2 議案、賛成多数で承認を

得ました。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

記録 ： 会長 塩見 守 

【テーマ①】 

3月 5日(日)「ROTARYこども未来フェスタ」に 

ついて 

 

＜奉仕活動名＞「ROTARYこども未来フェスタ」 

～ ふれLOVE(愛)さかいこどもだっておとなだって ～ 

＜開催日時＞2023年 3月 5日（日） 

11：00～16：00 ＊一部 12：00～ 

＜主 催＞堺清陵ロータリークラブ 

＜共 催＞堺市内６ロータリークラブ（予定） 

＜後 援＞堺市・堺市教育委員会・堺警察署など

（予定） 

＜目 的＞ 

「遊びと学び」を通して、子どもたちの健やか

な成長に寄与するためのイベントを実施。 

子どもだけでなく、保護者の見ている世界・価

値観を広げることにより、保護者も参加いただ

テーブル会議 

時間 

 

会長の時間 

時間 

 

年次総会 

時間 

 

訃 報 

 奥野圭作会員が 1 月 18 日にご逝去されまし

た。 

当クラブへの入会は2014年6月6日、在籍年数

約9年。それまでは堺北西RC（後に堺北西南西

RC）に 1992年から 2013年まで約 21年在籍さ

れ、ロータリー歴30年でいらっしゃいました。 

慎んで哀悼の意を表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥野会員、ありがとうございました。   
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き、ロータリーを知っていただく事も目的の一

つ。ノスタルジーな堺を知り、未来世界も知

る。「温故知新」も一つのテーマ。 

＜方 針＞ 

 子どもや保護者が交流を育め、様々なふれあ

いや体験ができる奉仕活動の実施。 

＜堺北ＲＣ ブース出展内容＞ 

①里親啓発活動 

 子ども家庭支援センター清心寮 リーフの協

力のもと、里親のことを知っていただける機会

をつくる。チラシ、リーフレット等の配布他。 

②「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用防止 普及啓発 

活動 

年々低年齢化し、大きな社会問題となってい

る薬物乱用。子どもたちが集まるこのフェスタ

で薬物乱用防止啓発活動は効果的であると考

え、堺市保健所 環境薬務課に相談し、配布用資

材（今回は針無しホッチキスにクラブ名を入れ

て、フェスタ当日配布）を発注。毎月例会で実

施しているダメゼッタイ募金を活用。 

③クラブ奉仕活動の内容や写真の展示 

 タイ王国 浄水器プロジェクトや仁徳天皇陵清 

掃活動など。 

＊当日ブースの設置、各啓発活動にご協力くざ

さいますようよろしくお願いいたします。 

 

【テーマ①】 

・春の親睦家族会（日帰り）について  

日程：４月９日（日） 

行先：淡路島 

内容：島内お花見、旬の桜鯛と玉葱の昼食 

渦潮クルーズ 他 

 ＊会費など詳細は、親睦活動委員会より後日 

  ご案内いたします。 

 

 

 

広報委員会  

「ロータリーの友 1月号の紹介」                             

広報委員長 池田 茂雄 

 

「左開き」 

・P.3. ロータリーの友 高野委員長 

日本におけるロータリーの友は、

1953年 (昭和 28年) 1月号 3.300部

を持って創刊されました。 今年 1月

号が 70周年目となります。 皆さんと共にお祝い

したいと存じます。現在8万9千部を数えるに至

っております。「友」発刊の目的を改めて確認し、

これまでの基盤の上に、更に読みやすく、ため

になるよう努めてまいります。どうぞ、よろし

く。 

・P4. ジェニファー・ジョーンズ RI 会長からの

メッセージ 

RI 会長から日本の会員皆さまへのメッセージで

す。 

「ロータリーの友・創刊 70 周年、この素晴らし

い功績に接し、私は大変嬉しく思います。日本

のロータリーが 100周年を迎えたのは、つい 2年

前のことです。特に環境プロジェクトなど奉仕

活動に発揮されていることを私は誇りに思って

おります。 

・P6. 佐藤芳郎 RI理事からの言葉 

「ロータリーの友」創刊 70 周年を、心からお祝

い申し上げます。 

・P9. RI会長メッセージ 

最近行ったロータリーアンケートの結果から、

眼を見張る事実が浮かんできました。 

○クラブがどれだけ居心地がよいと感じられ 

るか。 

○クラブの例会がどれだけ意義のある会合で    

あるか。 

○どれだけ自分が奉仕プロジェクトに関わっ  

ていると感じているか。 

このようにクラブとの絆を実感することで、

会員は退会しようとは思わなくなる。 

・P11. 職業奉仕月間 特集 

大阪吹田ロータリークラブなど 17 のロータリー

クラブから、それぞれ素晴らしい職業活動が紹

介されています。 

・P22.ロータリー研究会 

11月21～22日,神戸ポートピアホテルにおいて、

RI 会長・ロータリー財団管理委員長を迎えて開

催された。「環境と会員拡大」・「ウクライナへの

人道支援」・「貧困と教育」などについて、活気

に満ちた雰囲気の中で開催された。 

・P30～39ロータリーの友.70年周年特別企画 

バックナンバーの紹介、そのトップ 「90年 5月

号・モスクワにロータリークラブ結成」など、

27項目の記事が紹介されております。 

 

「右開き」 

・P4. 職業奉仕講演会 

人間と AIが共存する職業の近未来のカタチ。 

委員会報告 
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ロボット導入で人間の仕事が、どんどんなくな

ってしまう. 

・P18. 当クラブからの投稿記事 

右開き、友愛の広場、18 ページ、「クラブ主催の

囲碁大会でプロ棋士4人目が誕生」のタイトルで

載っております。昨年1月号ではプロ棋士3人誕

生の記事が載りましたが、続いて今回は4人目の

プロ棋士誕生です。我が国、史上最年少のプロ

棋士誕生で、昨年8月大きなニユースになりまし

た。本人の弁、目標は「世界一」とのことです。

2018年11月3日第8回大会の時、Bクラスで優勝

した藤田怜央さん、参加当時は5歳６カ月の保育

園児でした。小学生対象の行事でしたが、お兄

さんと一緒という事でBクラスに参加してもらい

ました。それから4年、見事プロ棋士になられま

した。おめでとうございます。 

 

 

社会奉仕委員会 

「ガールスカウト第 15団 新年会に参加して」  

社会奉仕副委員長 中田 学 

 

1 月 9 日（祝・月）熊野会館にて

ガールスカウト第１５団の新年会が

開催され、ご招待いただき、塩見会

長、澤井幹事、坂田会員、綿谷会員、

鶴会員、私の 6 名が参加いたしまし

た。感染防止対策をしっかり行いながら、恒例

の「餅つき」も久しぶりに復活し、楽しい新年

会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」 

          社会奉仕委員長 平野 祥之 

 

今月の「ダメ ゼッタイ」募金

を行いました。今回は堺市中区の

パティスリーアッシュさんのラス

クです。 

募金金額は６，５００円でした。 

皆様のご協力に感謝いたします。 

     

 

（１）配布物 

 ・週報 ・ロータリーの友 1月号 

 

（２）「奥野会員を偲ぶ会」ご案内 

1月18日にご逝去された奥野会員の偲ぶ会を、

2月10日（金）のインフォーマルミーティングを

変更し、開催いたいたく下記の通りご案内いた

します。在りし日の思い出やエピソードを皆さ

んとともに語り合いたいと思います。 

ご子息の浩史様にもご参加いただける予定です。 

是非ご出席賜りますようご案内申し上げます。 

         記 

日程：令和５年２月 1０日（金）１８：３０より 

会場：南海グリル 天兆閣別館4階 「ローズ」 

会費：５，０００円  

＊2 月 10 日（金）の通常例会は上記 夜間例会

「奥野圭作会員を偲ぶ会」へ変更させていただ

きます。 

 

 

  

 

（50音順） 

北側一雄会員 奥野圭作さんが、一昨日ご逝去

されました。残念でなりません。 

       ご冥福をお祈り申し上げます。 

笹山悦夫会員 奥野会員、お疲れ様でした。心

よりご冥福をお祈り申し上げま

す。 

澤井久和会員 奥野会員お疲れ様でした。ゆっ

くりして下さいね。 

塩見 守会員 下半期のスタートです。皆様今  

年もよろしくお願いします。 

本日は会員総会とテーブル会議よ

ろしくお願いします。 

嶽盛和三会員 奥野会員の訃報に接し、衷心よ

りお悔やみ申しあげます。最近

までお元気でしたのでびっくり

です。80才と 1日（S18.1.17）未

だ若い旅立ちです。 

鶴 啓之会員 奥野会員様のご冥福をお祈り申

し上げます。 

中田 学会員 家内の誕生日お祝いありがとう

ございます。 

永富久紀会員 本年度初例会を記念して。 

SAA報告 

幹事報告 
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米澤邦明会員 長らくお待たせしました。待っ

てないかぁ･･･ 

待つ人がいないかも知れないけど、

がんばって出席します。（たぶん） 

  合計３５，０００円 

 

 

 

第７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 ２０２３年１月２０日（金）例会  

場 所 南海グリル 天兆閣別館 4F「ローズ」 

議 案       

１．12月度 7ＲＣ連絡会ついて － 報告 

２．タイ王国 ノンケームＲＣ、ロイエッツＲＣ 

との 友好クラブ継続について   

－ 承認   

３．2月10日（金）インフォーマルミーティング 

の件      

  ・夜間例会「 奥野圭作会員を偲ぶ会」へ 

変更する － 承認    

４. 3月10日（金）「ちゃんこ例会」の件  

 ・今年も開催かなわず、通常例会へ変更   

－ 承認     

５．3月17日（金）通常例会より夜間「堺7RC合 

同フォーラム」へ変更の件   

 堺 7RC合同フォーラム：3月 17日（金） 

16：00～19：00 （懇親会含む）  

 於：ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺  

会費：8,000円    

 ・会費はクラブ例会費より拠出し、できるだ 

け多くの参加を促す － 承認   

６．2022-2023年度上半期会計について(池田会計）   

－ 報告     

７．堺北 RC細則、定款の改正について  

 － 承認      

 2月中に改正版の定款細則とクラブ内に存在す 

る慶弔、基金管理、準会員制度、ファミリー 

会員制度の各規定も含め、簡易冊子にして全 

会員に配布する     

８．「第 10回 子ども囲碁フェスタ堺」について 

 ・1月30日（月）18：30～ 楓林閣 にて囲碁 

大会準備委員会を開催予定   

９．その他     

 ・逝去に伴う退会の場合の会費について    

必要分担金を除いて、在籍期間の月割りと

し、100円未満は切り捨てとする － 承認 

   

堺７ＲＣ連絡会議事録 

日時：2022 年 12月 9日（金） 

場所：南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 

ホスト：堺北ロータリークラブ 

＜堺７ＲＣ合同フォーラム委員会＞ 17：00～ 

資料：ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 

見積書 [出席予定者数にあわせ、再見積り]

（堺 RC）  

案内（案）（堺おおいずみRC） 

 アゴーラの見積もりを基に検討の結果、1会場

にて弁当と飲料実費精算。16：00～19：00に

て開催とする。改めてアゴーラの見積を依頼

→別紙参照  

会費は費用を考慮し、8,000円／1名とする。 

① 案内（案）について （堺おおいずみ RC） 

 ・案内（案）を確認。 

 会費 8,000円、閉会を19：00に変更する。 

 案内は、1月初めに堺おおいずみ RCより各ク

ラブへ通知予定。 

② プログラム内容検討 

 ・例会 15分、ディスカッション 45分、発表

15分、休憩 15分、懇親会90分の予定。 

 ・討論がスムーズにいくように、テーマに沿

った資料を準備する→1月の連絡会に案を持ち

寄り検討。 

  ・堺おおいずみRCよりプログラム（案）を作

成し、1月度連絡会にて検討。 

③ 「堺7RC合同フォーラム」会場 看板作成につ

いて（堺北 RC） 

 ・堺北 RCで作成。「堺 7RC合同フォーラム（合  

同例会）」下の段に 7RCの名前を入れる。 

 

＜堺７ＲＣ連絡会＞ 18：00～  

① 新春合同例会 開始時刻変更のお知らせと

お詫び（堺泉ヶ丘RC）               

当初ご案内させていただいた開始時刻から、

諸事情により３０分ずつ早い時刻への変更と

なりました。  

（正）受付１０：００～ 合同例会１０時３０

分～ 新春互礼会１１時１５分～  

② 新春合同例会 食事の件（堺泉ヶ丘RC）                       

 コロナ感染症の第 8派のピークが懸念される

中ではあるが、社会の行動はコロナ前に戻り

その他 
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つつある。以前のようなビュッフェ形式は避

けた方が良いと考え、食事は弁当と考えてい

るが、その場で食すか、持ち帰りにするか、

ご意見を伺いたい。 

･互礼会での食事は弁当とし、通常通り開催、万

が一の時は行政の指示に従うということを堺

泉ヶ丘 RCに依頼 

③ その他 

（1）子ども食堂とのコラボイベントについて

（堺おおいずみＲＣ） 

 ・2月 5日（日）、2月25日（土）10：00～

13：00開催予定 

詳細は 12月度理事会決定後、1月度の連絡会

にてお知らせ 

（2）（仮称）Rotaryこども未来フェスタについ

て (堺清陵 RC） 

 一部変更のため企画書（改正版）を配布いた

だいた 

・12月 9日（金）に各クラブへ企画書（改正

版）、事業見積書、アンケートをメールにて案

内。 

 アンケートにつきましては 12月 20日までに堺

清陵ＲＣ事務局まで回答の依頼あり。 

＜懇親会＞ 18：30～20：30 

   

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 
堺７ＲＣ新春合同例会・互礼会 

2023年 1月 12日（木） 
ﾎﾃﾙｱｺﾞー ﾗﾘー ｼｪ゙ﾝｼｰ大阪堺 
ホスト：堺泉ヶ丘ロータリークラブ 

1月度 会員・奥様誕生祝い 代表 鶴 啓之会員 


