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前回の例会 

2023年 2月 10日(金)第 1983回 

夜間例会 「奥野圭作会員を偲ぶ会」 

18：30～ 

於：南海グリル天兆閣別館 4階「ローズ」 

 

 

 

 

 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 

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(２月度)  

  永富久紀会員(11日)  池永隆昭会員(14日)   

辰 正博会員(23日)  池田茂雄会員(26日) 

  笹山 恭子様(2日)  

〇結婚記念祝い（２月度）  

  吉村博勝会員（25日） 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2023年 2月 17日 第 1982号・第 1983号 

 

 2023年 2月 17日(金)第 1984回 

卓 話 「 節分の由来とは 」 

卓話者  吉村 博勝 会員   

今週の歌 「 R-O-T-A-R-Y 」「堺北ＲＣの歌」 

     「 うさぎとかめ 」 

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(２月度)  

中田 学 会員（第２０回目） 

鶴 啓之会員（第２回目） 

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：那須宗弘 

 

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 24日(金)第 1985回 

卓 話 「 国際奉仕フォーラム 」 

卓話者  国際奉仕委員長 池永 隆昭 

本日の例会 

 

時間 

 

次回の例会 

 

時間 

 

＜2月10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                        1名 
    ビジター                      2名 

＜2月3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                        1名 
    ビジター                      0名 
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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・濵口・ 

永富・田口・笹山 

〇上半期活動報告 

(1) 2022年 7月23日 地区主催クラブ

会員増強維持委員長会議に出席（和歌

山にて開催） 

(2) 2022年 8月5日 クラブ例会にて会

員増強フォーラム開催 

(3) コロナ感染がおさまらず委員会も実施出来なか

った。 

〇下半期計画 

(1) 2023年4月21日例会を夜間例会に変更し、「拡

大例会」を盛大に開催したい。 

(2) 以前より入会の石を表明されている植田様（女

性会員）を入会に結びつけたい。 

(3) 2023年1月18日奥野圭作会員が残念乍ら逝去

された。 

 

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 

〇上半期活動報告 

 活動方針に添ってほぼ進行できた

と思います。 

(1) ビアパーティー 7月23日18：00 

大阪マリオット都ホテル１９Ｆに於

いて開催 

(2) 忘年家族会 12月24日（土）大阪マリオット

都ホテルに於いて開催。コロナ禍にもかかわら

ず、多くのご参加をいただき、会員の皆様、ご家

族の皆様のご協力のもと盛大に和やかに実施でき

たのではないかと思っております。 

〇下半期計画 

(1) 春の一泊親睦家族旅行（米山梅吉記念館見学）

についてはコロナ禍と費用の関係で残念ですが中

止させて頂く事になりました。代替として4月1日

（土）に淡路島へ日帰り旅行を考えています。 

(2) 最終例会６月１７日（土）南海グリル東館３Ｆ

予定。最終例会は、１年の締めくくりとして有終

の美を飾れる様、親睦活動委員会一丸となって頑

張りますので、よろしくお願いいたします。 

 

  

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 

〇上半期活動報告 

(1)  広報委員会の基本方針としては、

ロータリー活動の情報源である、「ロ

ータリーの友誌・地区が発行するガバ

ナー月信・当クラブが発行するクラブ

週報」などによりロータリーに対する会員からの

関心を高め、理解を深めてもらう事であります。 

(2) そのための活動として、毎月の「ロータリーの

友」誌を、委員が輪番で解説しロータリーに対す

る関心を深めてもらっています。 

(3) 「ロータリーの友」誌、今年 1月号に「子ども

囲碁行事から 4人目のプロ棋士誕生」の記事が「友

愛の広場」に掲載されました。 昨年 1 月月号にも、

プロ棋士 3人誕生の記事が「友愛の広場」トップペ

ージに載りました。当クラブからの投稿記事とし

ては、ここ10数年、毎年載されております。 

(4) 毎週週報を発行し、例会及び各種行事の報告

と、翌週以降の行事予定を詳細にお知らせし、会

員からのクラブに対する関心を高めてもらうべく

努めております。また、この週報は例会を欠席さ

れた会員皆さんへの周知にもなっており、また、

後々のための当クラブの活動記録にもなっており

ます。このように重要な役割を担っております。 

この週報は翌週の初めに当クラブホームページ上

にアップされ、会員皆さんには必要に応じてご覧

いただいております。 ただ、会員しか閲覧できな

い会員専用ページではなくて、広く一般の方々が

誰でも自由に閲覧できるページへのアップなので

す。 そのため、掲載内容については、クレームな

どのトラブルが起きないよう慎重な対応に努めて

おります。会員皆さんが原稿を書かれる際には、

特に注意していただいております。 

 

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 

〇上半期活動報告 

特に無し。 

〇下半期計画 

池田会員のもと、クラブ細則・クラ

ブ定款の変更を近々にホームページに

掲載予定です。 

 

 

 

 

第 2回クラブアッセンブリー 

 

時間 
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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 

〇上半期活動報告 

(1) コロナ禍の影響もありましたが、

皆様のご協力ご理解をいただき、高出

席率を維持することができました。 

(2) 上半期の皆出席表彰は、 

8月 塩見会長（10回）、9月 坂田会員（16回）、 

10月 堀畑会員（42回）、國井会員（37回）、木畑会

員（8回）、11月 池田会員（40回）でした。 

〇下半期計画 

今年 5月 8日から第 5類に移行が決定したため、

各行事が元の活動に復活されそうです。例会のみ

ならず行事への参加をいただける様お願い申し上

げます。 

各会員の行動も仕事重視が増えることになります

が、出席いただき、皆様との交流をまた新しい発

想につなげられる場に利用いただければ幸いです。 

 

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 

〇上半期活動報告 

 1 月は職業奉仕月間であり、今年度

職業奉仕部門として会社訪問、見学と

して「LIXIL 社の南港ショールーム」

を検討。11 月末頃から担当者と打ち合わせを重ね

てきましたが、コロナの影響が大きく実施にはい

たりませんでした。 

〇下半期計画 

コロナが収まりましたら、会社訪問、見学を実

施に向けて再度企画をたてたいと思います。また、

他の企画があれば考慮していきたいと思います。

下半期では実施できるように持っていきたいと思

っていますので、ご協力のほどよろしくお願いい

たします。 

 

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 

〇上半期活動報告 

（1）9月2日例会卓話にて、清心寮の  

井筒貴史様に「堺市における里親支  

援について」お話いただく 

（2）ガールスカウトさんとの交流

（新年会） 

（3）ダメゼッタイ募金活動（毎月第3例会） 

（4）・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 

（5）10月23日（日）北野田の東文化会館にて開

催の「堺市里親シンポジウム」に参加 

〇下半期計画 

（1）3月5日（日）堺清陵RC主催、堺6RC共催の

「こども未来フェスタ」にて、里親啓発活動とダ

メ・ゼッタイ薬物乱用防止啓発活動の実施 

（2）春の仁徳天皇陵清掃 

（3）春の交通安全 

（4）ダメゼッタイ募金活動（毎月第3例会） 

 

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 

〇上半期活動報告 

 活動なく、報告ありません。 

〇下半期計画 

 今年度、第４１回 RYLA研修セミ 

ナーは、 

期 間 2023年3月 25日(土)～3月27日(月) 

テーマ 武道からの学び 

（礼法・作法を理解してみよう） 

実施会場 和歌山県立 武道館 

   （和歌山県和歌山市和歌浦西 2 丁目１-２２） 

で開催される予定です。ご参加いただける方、募

集しています。ご紹介ください。 

 

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 

〇上半期活動報告 

（1）タイ・ノンケームRC ブンクムRC

と 連携し 国際奉仕プログラムに参

加する 

→送金済み 現地での設置及びセレモ

ニー待ち 

(2) フィリピン NGO法人プルメリアの事業に参加し  

里親になる 

→コロナ過で面談等活動困難の為 今年度 里親にな

るのは断念 先方活動支援として 12月に有志支援分

含め 活動資金送金済 

〇下半期計画 

タイ ノンケーム RC・ロイエット RCと 3RCにて友

好クラブ締結続ける 

→締結へ向け 協議中 
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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 

〇上半期活動報告 

(1) 上半期会費より、年次寄付へ一人

100ドル、ポリオ基金へ一人 30ドルの

ご寄付を全会員よりいただきました。 

(2) 上記会費以外にも例会において個

人よりご寄付いただきました。 

(3) 9月に3名がロータリー財団表彰を受けまし

た。 

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） 

(4）地区大会において 

①ロータリー財団年次基金寄付優秀クラブ 

 第３位（会員一人年間寄付額） 

②100パーセントロータリー財団寄付クラブ 

③「毎年あなたも100ドルを」クラブ 

を受賞しました。 

〇下半期計画 

下半期にも、会費より年次寄付へ一人 100ドルの

ご協力をお願いしています。 

 

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 

〇上半期活動報告 

(1) 上半期米山功労者表彰には 

濵口正義会員･･･第 91回メジャード

ナー 

米澤邦明会員･･･第 7回マルチプル 

嶽盛和三会員･･･第２０回米山功労者 

塩見 守 会員 ･･･第１回米山功労者 

(2) 米山特別寄付の袋を活用していただき、以前よ

り寄付額が増えました。ご協力に感謝いたしま

す。 

〇下半期計画 

(1) 当クラブの米山奨学生 グェン・ティ・ホア

ン・オアンさんが早いもので 3月末で2年間の奨学

生を修了します。あと少しの期間ですが、オアン

さんにとって楽しい思い出になるよう、皆さん、

よろしくお願いします。 

(2) 引き続き、当クラブの米山特別寄付を増やす。 

 

 

 

 

 

会 計 

委員長 池田茂雄 

〇上半期活動報告 

(1）次の五部門ごとの会計処理と預金  

管理を事務局と共に行っています。 

①「一般会計」、年会費 33万円を財  

源とした会計 

②「ニコニコ会計」、ニコニコ箱収入を財源とし 

た 会計 

③「堺北基金特別会計」、災害時のお見舞いなど 

にあてるための準備金会計 

④「記念行事特別会計」、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」、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」と「ニコニコ会計」

については、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毎月の会計報告を「会員専用

ページ」にアップいたしました。 

(3）「堺北基金特別会計」・「記念行事特別会計」・

「囲碁フェスタ特別会計」については、入金及び

出金については省略し、月々の残高を「会員専用

ページ」にアップいたしました。このように当ク

ラブの会計は、会員皆さんに対して常にオープン

にしております。 

(4）当クラブの現金預金並びに什器備品など全ての

資産管理は会計にありと定められており、事務局

と共にその管理にあたっております。そして、理

事及び役員は連帯してその責任を負うと定められ

ております。 

  

Ｓ Ａ Ａ 

委 員 長  畑中一辰 

副委員長  澤井久和 

〇上半期活動報告 

(1) ニコニコの読み上げは、書いた人

の気持ちになって読めたかなあと思い

ますが、欠席が多くなった事を反省し

ます。 

(2) 他のロータリーへのメーキャップ０件でした後  

半頑張ります。 

(3) 時間厳守については、皆さんの協力の元ある程

度時間厳守できたように思います。 

〇下半期計画 

残り半分、ＳＡＡとして階出席を目指します

が、たまには平野副ＳＡＡにお願いします。 

引き続き和やかでありながら厳格な時間厳守で皆

さんが楽しめる会運営を目指します。 
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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 

〇上半期活動報告 

 特に無し 

〇下半期計画 

 コロナ渦のため、長らく開催出来な

かったものでありますが、第１０回目

を塩見副委員長・池永副委員長の努力で、Ｒ５年

５月２１日（日）開催の予定で準備を進めており

ます。 

 

写真同好会 

代表世話人 米澤邦明 

〇上半期活動報告 

 例会や行事等の写真を撮り、記録

しました。 

〇下半期計画 

 各活動（奉仕活動、例会）の記録 

 

ゴルフ同好会 

代表世話人 北村勝博 

世 話 人 中田・塩見 

〇上半期活動報告 

 第１０４回，第１０５回 北輪会を

無事開催することが出来ました。堺北

ロータリークラブの会員親睦と他ロー

タリークラブ様との交流を積極的に実

施しました。 

〇下半期計画 

２０２３年５月１３日（土）に第１０６回 北

輪会を開催予定です。ゴルフを通じて会員相互の

親交、情報交換を積極的に実施予定。 

 

歩こう会 

代表世話人 綿谷伸一 

世 話 人 中川・笹山 

〇上半期活動報告 

 活動できなかった。下半期に頑張り

たい。 

〇下半期計画 

桜の時期に、近場で自主企画を実現

したい。 

 

 

 

 

 

 

 

グルメの会 

代表世話人 米澤邦明 

世 話 人 木畑・綿谷・吉村・鶴 

〇上半期活動報告 

 コロナ禍のため、活動できません

でした。 

〇下半期計画 

 コロナも5月より5類になるようで、そろそろ企   

画できればと思っております。  

 

囲碁同好会 

代表世話人 池田茂雄 

世 話 人 中川 

○ 上半期活動報告 

(1)  同好会として活動らしい活動は

現在のところ、やっておりません。

囲碁に関心のある方がほとんどおら

れないので、解散しようかとも考え

ました。そこで色々と考えましたが、当クラブの

ホームページにある「子ども囲碁フェスタ・堺」

のページを利用して、4 カ月に一度くらいのペース

で「詰め碁」の問題を出題し、小学生を対象にし

てメールにより回答を頂く。正解者には、ご褒美

程度のものをお贈りする。このようなことを考え

ました。当クラブ名誉会員の山田規三生プロ著書

の中から、問題を出題してはと思い山田プロに相

談したところ、出版社からのクレームが考えられ

ると言われました。囲碁同好会として、何か活動

が出来ないかと考えておるところです。  

 

伝統文化愛好会 

代表世話人 木畑 清 

〇上半期活動報告 

 コロナの為、活動していません。 

 

 

 

 

 

 

会長 塩見 守 

 

本日の会長の時間は、節分と

は？ 2023 年は 2 月 3 日 豆まき

や恵方巻の意味と由来のお話をさ

せていただきます。豆をまいて福

を寄せ、鬼を退治する「節分」。親

しみがあるけれど、そもそもの意

味や正式なやり方についてはちょっと自信がな

い。そんな方は意外に多いはず。どのように節

会長の時間(2月 3日) 
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分を迎え、どう過ごせばいいのかを知って、ぜ

ひ 2023 年の節分を有意義なものにしよう。まず、

節分ってなに？ 2023年の節分は、2月3日（金）。

太陰太陽暦では立春に最も近い新月を元日とし、

新年の始まりであることから、一般的に立春の

前日に節分の行事が行われるようになった。で

は、節分とは具体的に何をする日なのでしょう

か。一般的に邪気を払い、無病息災を願う行事、

といわれている。いにしえより「季節の変わり

目は邪気が入りやすい」と考えられ、また「こ

の時期（2 月上旬）はまだ寒く体調を崩しやすい」

ことから新年を迎えるにあたって、邪気を祓い

清め、一年間の無病息災を祈る行事として追儺

（ついな）という行事が行われてきた。元々の

発祥は中国だが、大陸文化が広く取り入れられ

た平安時代、大晦日に宮中行事として追儺が行

われるようになったと言われている。これは疫

鬼などを追い払うもので、大晦日に陰陽師がき

て厄や災難を祓い清める儀式。古くは「続日本

書紀」のなかに、疫鬼払いとしての記述が見ら

れる。宮中行事としての追儺は衰退し、江戸時

代には行われなくなったという。しかし、いつ

の頃からか、追儺は豆をまいて鬼を払い無病息

災を願う「節分」という行事として庶民の間に

広まり、定着したのだ。この節分、2月 3日とい

うイメージが強いが、2月 2日や 4日になる年も

稀にあり、日にちは固定ではない。2021 年は、

なんと1897年以来 124年ぶりに、2月2日が節分

だった。ちなみに、1984年は2月4日で、2021年

はそれ以来 37年ぶりに 2月 3日以外が節分だっ

た。これは4年に一度のうるう年と関係がある。

もともと、節分という言葉には、季節を分ける

という意味があり、本来は季節の始まりの日で

ある二十四節気の「立春、立夏、立秋、立冬の

前日」のすべてを指す。二十四節気は天体の動

きに基づいていて、太陽と地球の位置関係で決

まり、立春は太陽黄径が315度となる日。軌道周

期は1年きっかりではなく、少しずつズレが生じ

ていく。4年ごとに 1日増やしたうるう年を設定

することで、帳尻を合わせているのだ。今後は

しばらく、節分はうるう年の翌年は2月2日、と

なるそう。次回のうるう年は 2024 年なので、

2025 年の節分が 2 月 2 日になる。本日は節分と

は？のお話で終わってしまいましたので、次回

豆まきをする理由と、正しいまき方についてお

話させていただきたいと思います。 

 

  

 

（50音順） 

池田茂雄会員 誕生日祝いを頂きありがとうご

ざいます。満 87 歳になりました。 

坂田兼則会員 孫が二人、増えました。6 人にな

りました。 

笹山悦夫会員 妻へ花束プレゼントありがとう

ございました。とてもよろこん

でいました。 

澤井久和会員 今週日曜日にゴルフに於いて、

後の組から打ち込まれ、右足首

に直撃。車の運転がしづらいで

す。通院中です。 

ボールより宝くじ当たれ！！ 

塩見 守会員 皆様、本日第2回クラブアッセン

ブリー、よろしくお願いします。 

嶽盛和三会員 明日からタイ王国に連れていっ

てもらいます。ご参加の方々よ

ろしくお願いします。 

永富久紀会員 誕生日を 11日に迎えます。 

畑中一辰会員 明日からタイへ出国です。タイ 

では品行方正で奉仕活動に重き 

を置きます。 

  合計３０，０００円 

 

◆米山奨学会特別寄付預り･･･濵口正義会員 

 

 

 

奥野浩史様よりニコニコいただきました。  

 

（50音順） 

池田茂雄会員 奥野圭作さま、安らかにお眠り

ください。ご冥福をお祈り申し

上げます。 

坂田兼則会員 奥野さん、お疲れ様でした。 

澤井久和会員 奥野さん、天国でゆっくりして、

楽しんで下さい。 

塩見 守会員 奥野会員、たくさんの思い出あ

りがとうございました。今日は

みなさんと共に明るく偲ぶ会を

過ごさせていただきます。 

城岡陽志会員 奥野圭作さんを偲んで。 

嶽盛和三会員 奥野さんお疲れ様でした。 

私達もすぐまいります。お待ちく

ださい。 

鶴 啓之会員 奥野会員のご冥福を心よりお祈  

り申し上げます。南海グリルの  

SAA報告(2月 3日) 

SAA報告(2月 10日) 
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東館でよくタバコを吸いながら、  

談笑した事が思い出されます。 

中川 澄会員 奥野さんを偲んで。 

中田 学会員 奥野圭作さん、あの世でもお酒 

はほどほどに。 

永富久紀会員 奥野さんを偲んで。 

那須宗弘会員 奥野浩史様、大変お疲れ様でし 

た。此の先もお父様を忘れず頑 

張って下さい。 

平野祥之会員 奥野圭作会員の優しい笑顔が今 

も頭をよぎります。謹んで、や 

すらかな眠りにつかれるよう心 

からお祈り致します。 

堀畑好秀会員 在りし日の奥野さんを偲んで。 

       笑顔が浮かんで来ます。 

𠮷村博勝会員 ここに謹んで亡き奥野圭作会員 

の魂がやすらかな眠りにつかれ 

るようお祈りします。 

綿谷伸一会員 奥野さんを偲んで。 

もうゆっくりして下さい。 

  合計 ６７，０００円 

 

 

 

第８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２月３日（金）例会後  

場所：南海グリル 天兆閣別館 4F 「ローズ」 

議案        

１．1月度 7ＲＣ連絡会ついて  

２．3月 5日（日）「こども未来フェスタ」につ 

いて      

 ・当日9：00から準備、服装はクラブジャンパ 

ーと帽子着用。- 確認    

３．2月10日（金）夜間例会「 奥野圭作会員の 

を偲ぶ会」について    

・式次第、内容確認   

４．5月19日（金）の例会を 5月 21日（日） 

「子ども囲碁フェスタ・堺」へ例会変更する 

件 － 承認     

５．親睦日帰り家族旅行日程変更について  

 当初予定の4月 9日（日）から 4月 1日（土） 

へ変更。よって3月31日（金）は4月1日（土） 

親睦家族旅行へ例会変更とする - 承認 

      

 

 堺７ＲＣ連絡会議事録 

日時：2023 年 1 月 17 日（火）14：30～ 

場所：堺商工会議所 

ホスト：堺おおいずみロータリークラブ 

＜堺 7RC合同フォーラム委員会＞14：30～15：30  

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 

≪ディスカッション討議内容について≫ 

・各クラブからの意見を基に別紙の通りの参考

資料とする。 

≪その他協議≫ 

・次回連絡会にて出席者数をもとに収支を計算 

し、過不足の処理を検討する。 

・各クラブの担当を、堺（会場打ち合わせ・会  

計）堺東（出欠集計・席割）堺清陵（当日司 

会・会長の時間）堺おおいずみ（開催案内・ 

当日プログラム）以上、決定済み。 

堺北（看板作成、案より修正あり別紙添付） 

堺泉ヶ丘（開催記録作成）とする。 

・経費削減のため、当日分も含め各配布物当は 

電子データにて送配信し、各クラブにて自ク 

ラブ分を用意する。 

＜堺７ＲＣ連絡会＞ 15：30～16：30 

［議 案］ 

①「第１０回子ども囲碁フェスタ・堺」後援会 

名義使用承諾のお願い（堺北 RC）  

 各クラブ理事会へ持ち帰り討議、2月13日まで 

に返信 

②その他 

1. 堺清陵 RC  

・こども未来フェスタの資料配布、必要物品等 

は 2月 10日までに連絡 

2.堺おおいずみ RC  

・社会奉仕事業の案内（別紙チラシ添付） 

[報告・案内］ 

③堺 7ＲＣ新春合同例会のお礼（堺泉ヶ丘 RC） 

④第 91回互輪会開催日程案内（堺おおいずみ RC） 

日時 ２０２３年４月１２日（水曜日） 

スタート／一組目 午前８時３５分から７分毎 

に、西→東 東→西に分かれてラウンド 

場所 天野山カントリークラブ 

申込締切 ２０２３年３月１０日 (ご参加希望の 

方は事務局までお知らせください。) 

参加費 １０，０００円 

（賞品・懇親会費・諸経費とします） 

 

その他 
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1月18日にご逝去されました奥野圭作会員を偲

ぶ会を開催いたしました。ご子息の浩史様にご

挨拶いただき、長年親交の深かった田口会員よ

り献杯、お別れの言葉をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    今週の歌「うさぎとかめ」 

もしもし かめよ かめさんよ 

世界のうちで おまえほど 

歩みの のろい ものはない 

どうして そんなに のろいのか 

米澤会員が堺北西RCの時の奥野会員の写真をご持参

くださり、例会中、スライドショーをしました。 

奥野圭作会員を偲ぶ会 

2023年2月10日(金) 18：30～ 

 

米山奨学生 グェン ティ ホアン オアン様 
２月度 米山奨学金授与 

2月度 誕生祝い 代表 池田茂雄会員 

例  会  風  景 

（2月3日） 


