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本日の例会

次回３月１７日の予告

RC ソング「我等の生業」

３月３日の記録

出席報告

　全会員数　３０名　　　　  本日の出席者　２７名

　出席免除者５名( 出席 5 名) 　本日の欠席者　　３名

　出席率 90. 0 0％　　　　2 月 3 日の修正出席率 96. 4 8％

2014-2015 年度　国際ロータリーのテーマ

第2640 地区ガバナー 辻　秀和

          ＲＩ会長　　ゲイリー C. K. ホァン

ﾛｰﾀﾘｰに輝きを

―１―

　　　 E-ﾒｰﾙ s.eastrc@peach.ocn.ne.jp

 　　　http://s-erc.com/

2 0 1 4 ～ 1 5 年度　会長　小寺　政信

副会長　中村　清嗣

幹事　高松　慶暢

記録会報委員長　藤田　隆生

「 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

【インフォメーション／ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会】

中　野　委員長

お客様紹介 　本日はいらっしゃいません

　　　　　　　「君が代」「奉仕の理想」ＲＣソング

卓　話【 私の仕事 】

宮　園　会員

卓話【 ﾛｰﾀﾘｰ財団 初級インフォメーション 】

八　百　会員

諸々のお祝い

宮園 文清 氏入会式

宜しくお願いします

生年／昭和37年

住所／堺市中区

職業分類／損害保険

趣味／ゴルフ

推薦者／奥野会員
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委員長報告

会長の時間 小　寺　会長

■社会奉仕委員会／今　野　委員長■

●宮園会員、ご入会おめでとうございます。こ

れからのご活躍を大いに期待します。

●寺山会員が無事復活し、2 か月ぶりに例会出

席をされました。本日は喜ばしい事が重なり素

晴らしい例会となりました。

●昨日、中百舌鳥駅前にて春の火災予防キャン

ペーンが開催され、多数の会員にご出席頂き有

難うございました。また社会奉仕委員会の皆様

ご苦労様でした。

●先日、大阪府立大学国際交流会館のお披露目

式が開催され、会長代理として市平会員に出席

して頂きました。この後、報告をして頂きます。

■会長代理／市　平　会員■

 大阪府立大学国際交流会館お披露目式の報告

　平成27 年 2 月 20 日、午後2 時から国際交流

会館のオープニング記念式典が開催されました。

宿舎エリア、交流エリア、サポートエリアが有

り、「留学生と日本人学生が共同生活する事を通

じて多様な文化・価値観を理解する生活空間と

地域に開かれた国際交流を展開し、世界に翔く

人材を育てる」と謳われています。

■ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会／八　百　委員長■

■ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会／中　野　委員長■

大変遅くなりましたが確定申告用領収書を各位

の棚に配布しています。

 確定申告用領収書配付のご案内

 ホームページ更新とアドレス変更のご案内

かねてよりご報告していますホームページの更

新が、ようやく完成しましたのでご案内します。

また、ご意見ご希望が有りましたらお知らせ頂

きますようお願いします。週報表紙右上に掲載

していますのでご確認ご利用ください。

http://s-erc.com/

３月度定例理事会議事録

　　　　　　　　　　　平成 27 年 3 月 3 日(火）

報告事項

①2 月度堺11RC 連絡会は中止

協議事項

①宮園会員の所属委員会と担当会員件

　　所属委員会／親睦活動委員会

　　担当会員／奥野会員

②米山奨学生受け入れの件／受け入れしない

③週報のホームページ掲載の件

　　会員配布分は写真を入れ、HP では写真を省

　　く。にこにこ箱は苗字のみ掲載。

④地区研修・協議会出席の件

　　出席研修でもウエビナー研修でも可

⑤格安トナー購入の件／否決

⑥電話加入権名義の件／光電話なら加入権なし

⑦2 月度収支決算の件／承認

２月度 堺 11RC 連絡会は中止

① 「春の火災予防運動」 へ協力の御礼

　昨日3 月 2 日午前9 時から中百舌鳥駅前に於

いて、「春の火災予防街頭キャンペーン」が行な

われました。当クラブから小寺会長・中村副会

長・吉澤・江口・遠藤・咲山・市平・中野・城

戸・沼田・今野の各会員総勢11 名が参加し、中

央幼稚園幼年消防クラブの園児たちも可愛い

『火の用心のはっぴ』を着て参加してくれました。

多くの乗降客に防災意識を高めていただくこと

が出来たと思います。

 ②わんぱく保育園へ追手風部屋力士と訪問の御礼

　昨日3 月 2 日午後3 時から追手風部屋力士４

名と小寺会長・中村副会長・高松幹事・江口・

市平・城戸・今野各会員がわんぱく保育園へ往

訪し、力士と大勢の園児と相撲を取るなど、楽

しいひと時を過ごしました。皆様のご協力あり

がとうございました。

高　松　幹事幹事報告

●ガバナー月信が届きましたので回覧します。

●本日例会終了後、定例理事会を開催します。

●例会変更

堺ﾌｪﾆｯｸｽRC ／ 3月5 日(木)→3月1 日(日)12：

　00 ～福井県小浜市にて。3 月 19 日(木)→ 3 月
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にこにこ箱ＳＡＡ報告

小寺会長／宮園様、入会おめでとうございます。

　　社会奉仕委員会 今野委員長、本日のイン　

　　フォメーション宜しくお願いします。

　　江口様に写真を頂き感謝。

中村副会長／今野社会奉仕委員長、インフォ　

　　メーションご苦労様です。

　　寺山会員、無事なお姿が嬉しいです。例会

　　出席おめでとうございます。

　　江口様に写真を頂き感謝。

高松幹事／宮園様ご入会おめでとうございます。

　　寺山会員がお元気になって嬉しいです。

　　先日の事務所開き有難うございます。

　　皆様のご寄付有難うございます。

　　本日のインフォメーション楽しみにしてい

　　ます。

江口会員／今野委員長インフォメーションご苦

　　労様です。

　　寺山会員、お元気な顔を見て安心しました。

　　新会員宮園様の仲間が増えておめでとうご

　　ざいます。

　　結婚記念日祝いを頂き感謝。

遠藤会員／今野委員長インフォメーションご苦

　　労様です。

　　宮園様、ご入会おめでとうございます。

　　江口様いつも写真を頂き有難うございます。

橋本会員／寺山会員のお元気な顔を見て安心し

　　ました。

　　宮園会員の入会を祝し。

　　城戸会員のお気遣いに感謝。

市平会員／寺山会員、お元気でご出席、何より

　　です。

今野会員／寺山会員が元気で例会出席され安心

　　しました。

　　宮園さんの入会、心より歓迎します。

　　防災キャンペーン、わんぱく保育園訪問に

　　ご協力ありがとうございます。

城戸会員／寺山様、退院、おめでとうございます。

　　宮園様、入会おめでとうございます。

　　本日の卓話、楽しみです。

　　今野様、吉村様、昨日は有難う。

　　江口様いつも写真、有難うございます。

　　早退お詫び。

上松瀬会員／今野会員、本日のインフォメー　

　　ションご苦労様です。

　　寺山会員、元気になられて良かったです。

　　宮園会員、入会おめでとうございます。

北野会員／寺山会員のお元気な姿に接し嬉しく

　　存じます。

　　宮園新入会員、おめでとうございます。

松永会員／宮園様、堺東ロータリークラブへの

　　入会おめでとうございます。

　　寺山さん、退院おめでとうございます。こ

　　れからはゆっくりしてお身体を大事にして

　　くださいね。

　　今野委員長、インフォメーションご苦労様

　　です。宜しくお願い致します。

三重野会員／今野社会奉仕委員長、卓話、ご苦

　　労様です。

　　誕生日祝いを頂き感謝。

中野会員／宮園様のご入会を祝して。ご一緒に

　　奉仕活動に努めましょう。

　　今野様、インフォメーションご苦労様です。

　　拝聴させて頂きます。

　　吉澤様、写真転送感謝。当局社員、大変喜

　　んでいます。

沼田会員／今野会員のお話、楽しみにしております。

　　会員になって早や3 カ月。いろいろお世話

　　になり有難うございます。

奥野会員／林宮園様、入会おめでとうございま

　　す。これからまた共にがんばりましょう。

　　今野会員の卓話、楽しみに拝聴させて頂き

　　ます。

阪上会員／今野会員、本日のインフォメーショ

　　ンご苦労様です。

三重野　副幹事次期幹事報告

　次週例会終了後、第1 回次期理事会を事務局

にて開催しますのでお集まりください。

 第 1  回次期理事会開催のご案内

　14 日(土)15：00 ～南大阪住宅医療看護講演会

　にて。

堺泉ヶ丘RC ／3 月 10 日(火)→同日16：00 ～　

　阪神高速道路大和川線建設現場にて。3 月 24

　日(火)→ 3 月28 日(土)比楽紡績株式会社にて。

堺北RC ／3 月13 日(金)→同日18：30 ～祥雲寺

　にて(出羽の海部屋ちゃんこ会）。3 月 27 日　

　（金)→ 3 月 28 日(土)高知方面にて親睦家族会

堺フラワーRC ／ 3 月14 日(土)→ 3 月8 日(日)　

　9：30 ～ザビエル公園前にて（内川・土居川　

　美化活動）。3 月21 日(土)→ 3 月17 日(火)天

　野山CC にて(互輪会）

堺清陵RC ／3 月26 日(木)→3 月 29 日(日)10：

　00 ～イオンモール堺北花田にて(献血）。4 月

　16 日(木)→4 月19 日(日)嵐山方面にて
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近隣クラブ例会変更

3 月 10 日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

3月13日(金）堺北RC【ﾊﾟﾝﾀﾛﾝ（魚太郎三国ヶ丘）】12:30

3月 14 日(土）堺ﾌﾗﾜｰRC【ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ堺】11:00

3月 19 日(木）堺ﾌｪﾆｯｸｽRC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:30

3月 21 日(土）堺ﾌﾗﾜｰRC【ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ堺】11:00

3 月 24 日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

3 月 26 日(木）堺清陵RC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:00

3月27日(金）堺北RC【ﾊﾟﾝﾀﾛﾝ（魚太郎三国ヶ丘）】12:30

4 月 16 日(木）堺清陵RC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:00

当クラブ／3 月 31 日例会は休会です。

　　江口様、写真有難うございます。

咲山会員／宮園様、ご入会おめでとうございます。

　　今野会員、インフォメーションご苦労様です。

高橋会員／宮園さん、ご入会おめでとうござい

　　ます。これからもお互いに頑張りましょう。

　　今野さん、卓話、楽しみにしています。

　　寺山さん、退院おめでとうございます。

寺山会員／例会に出席できるようになりました。

　　これからも宜しくお願いします。

戸松会員／社会奉仕委員会今野委員長のイン　

　　フォメーション宜しくお願いします。

吉村会員／追手風部屋の力士さん訪問に際し今

　 野社会奉仕委員長をはじめ皆様に大変お世話

　 になりました。有難うございます。

　　寺山さん、お元気になられて嬉しいです。

　　無理なさらないようにして下さい。

　　本日の今野社会奉仕委員長さんの卓話、楽

　　しみです。
 累計　1,248,000  円

インフォメーション

社会奉仕委員会／今　野　委員長

1975 ～ 76 ／灌漑　　用ため池の転落水　難事故

防止に立て　看板を設置。

1975 ～ 77 ／ﾃﾘﾄﾘｰ　内の墓地・神社・　児童公

園に清掃用具寄贈。

1975 ／交通事故防止横断幕（ﾄﾀﾝ製）を中央環状

　線の歩道橋７か所に設置。

1976 ～ 85 ／創立5 周年記念事業として金岡公園

　に堺東ﾛｰﾀﾘｰの森を造る為、植樹を始める。　

　1985 年に堺市の公園工事のため中断。

1976 ～ 80 ／浅香山養護学校に於いて、餅つき大

　会・ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰなどの慰問を行う。4 年間続け

　たが、養護学校の移転のため中断。

1976 ～ 92 ／堺YMCA と共催で、母子家庭児・交

　通遺児・障害児を招待し、一泊二日の仲良しｷｬ

　ﾝﾌﾟを行う。

1976 ～／春・秋の全国交通安全運動に初参加。

1979 ／金岡南中学校の土俵開きに、横幕・ひ　

　しゃく・桶一対を寄贈。

1980 ／ RI 創始 75 周年記念事業として、堺東警

　察署に交通事故処理車を寄贈。

1980 ／交通安全看板の設置。

社会奉仕活動

の思い出

1980 ～ 92 ／障害者作品展に協力。

1982 ／創立10 周年を記念して、金岡東公園・白

　鷺公園にﾎﾟｰﾙ式太陽電池時計を設置。さらに

　金岡消防署へ無線機材を贈呈。

1983 ～ 91 ／堺YMCA と共催で「障害者ｸﾘｽﾏｽ会」

　を開催。

1984 ～ 89 ／堺走ろう会主催「24 時間ﾏﾗｿﾝ大会」

　（大泉緑地）後援。

1992 ／創立20 周年を記念して、堺福祉協議会へ

　身障者用意志伝達装置「ﾊﾟｿﾊﾟﾙPC」を寄贈。

　さらに陵東館に、玄関ホール用大型置き時計

　1 基寄贈。

1997 ～ 99 ／ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞと共に、陵東館訪問。

1998 ～／識字率向上のための資金として、書き

　損じはがき・ﾃﾚﾌｫﾝｶｰﾄ ・゙ﾎﾟｹｯﾄｺｲﾝ集めに協力。

1999 ～／陵東館長曽根にて、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺﾝｻｰﾄ実施。

2001 ～／ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞと協力して、堺東駅前で

　献血運動実施

2002 ／創立30 周年記念事業として、大阪市立淀

　川工業高等学校吹奏楽部特別演奏会開催、さ

　らに堺東ﾛｰﾀﾘｰの森に、東野元会員の書により

　吉澤会員の協力のもと、石碑を建立。

2003 ～ 05 ／国際ﾛｰﾀﾘｰ100 周年記念事業として、

　2640 地区は高野山に「100 年の森林」を築く

　ことになり、2424 本の植樹の内、当ｸﾗﾌﾞから

　21 本の植樹を行った。

2004 ～／春の火災予防運動に協力。　　　　

2012 ／創立40 周年記念事業として、堺市立健康

　福祉ﾌﾟﾗｻﾞへｵﾌﾞｼﾞｪ「ｶﾗｸﾘﾝ」の寄贈。第2520

　地区岩手県宮古東RC が企画された「津波到達

　地点への石碑建立ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」への協力。

2014 ／宮古市民の森づくり事業への協力。

　北堺警察署へ、犯罪防止と交通安全への啓発

　の為に懸垂幕を寄贈。


