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前回の例会 

2017年 8月 4日(金)第 1762回  

卓 話 「 会員増強月間 」 

卓話者 嶽盛 和三 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 田中朝彦名誉会員 

       グェン・ティ・フーン様 

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 

 中川 澄会員(10日)中田 学会員(30日) 

 奥野美津子様( 3日)辰由  華様  ( 5日) 

  國井 藤子様( 7日) 

〇結婚記念祝い 該当者なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

2017年 8月 18日第 1762号 

2017年 8月 18日(金)第 1763回  

卓 話 「 ハンコの作り方 」 

卓話者 田口 隆会員 

今週の歌 「四つのテスト」 

「堺北ＲＣの歌」 

     「夏の思い出」 

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（８月度） 

 宇瀬治夫会員(第７回) 

 塩見 守会員(第５回) 

  

  

  

 

 

 2017-18 年度 国際ロータリーのテーマ 

「ロータリー：変化をもたらす」 

国際ロータリー会長 イアン・ライズリー（オーストラリア・SandringhamRC） 

本日の例会 

 

時間 

 

2017年 8月 25日(金)第 1764回  

  卓 話 「テーブル会議」 

 

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     : http://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)  ： 岡本 浩 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com/okamoto/  

        E-mail ： okamoto2640@athena.ocn.ne.jp 
会長：辰 正博  幹事：池永隆昭  広報委員長：中川 澄  編集者：池田茂雄 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

次週の例会 

 

時間 

 

＜8月 4日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            22名 
欠席会員               9名 

  ゲスト            1名 
  ビジター           1名 

6月 2日(金)の出席率     90.32％ 
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「会員増強フォーラム」 

会員増強委員長 嶽盛和三 

 

今年度の会員増強委員会の役割として 

・現状調査・仕組み作り 

・新会員目標と退会防止目標 

・入会候補者のための資料づく 

 り 

に取り組んでいきたいと考え、下記計画を立てました。 

1.クラブを知る 

・「会員満足度アンケート」の実施→自分のクラブの状況を知る 

・「クラブ活性化アンケート」の実施 

→自分のクラブの強み・弱み・特徴を知る 

2.クラブ戦略計画を立てる 

・会員数（3年後） 

・若い会員 

・女性会員 

・効果的奉仕 

・公共イメージ 

3.会員増強戦略計画を立てる 

・クラブの現状を知る 

（アンケートの結果をふまえて） 

・ポイント・理由を考える 

（意見交換・情報分析・クラブ協議会） 

・戦術・方法を検討・共有 

（意見交換・役割分担・思いの徹底〔周年行事・ 

イベント〕） 

4.会員増強のヒントとして 

・多くのクラブの試み。成功事例の採用。 

 「特別例会、見学制度」 

 「増強チーム」「会員候補者リスト作成」 

 「地域で活躍している会社リスト」 

「ゴルフクラブ」 

「若手の開拓は若手」「女性候補者」 

  ・RIのツール 

  ・クラブリーフレット 

  ・WEB(ホームページ) 

    ・Facebook(SNS) 

今期中に会員皆さんがクラブへお誘いしたい方やロータリーに関心のある方をお連れい

卓    話 
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ただき、ロータリー、堺北RCを知っていただける機会となるような「拡大例会」を実

施いたしたいと思っております。これは、会員お一人お一人がクラブの会員増強への目

標に向かって、全員参加していただくことが重要だと思います。 

これは、以前私が所属しておりました堺西 RCでも実施され、ある会員がお連れになっ

たゲストの方が、別の会員と知り合いだったり、ゲスト同士で繋がりがあったりと、ロ

ータリーならではの“異業種同士の親睦”を直で感じていただけることになり、大変効

果がありました。 

どなたかをお誘いいただくのは大変かとお察しいたしますが、その際は皆様ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

 本日は、まず最初のステップとして「自分のクラブを知る」ということで、「会員満

足度アンケート」の実施をいたしたいと思います。 

やはり、自分自身がクラブに好意的でないと、他の方をお誘いできません。このアンケ

ートを集計し、自分のクラブの状況を知る機会といたしたく、集計が出次第、ご報告さ

せていただきます。 

今後のテーブル会議など例会の空いた時間を利用させていただきながら、計画を進めて

まいりたいと思いますので、これからもご協力のほど宜しくお願いいたします。 

 

 

 

会長 辰 正博 

 

今年も８月に入り本格的な夏を迎えました。 

最近では地球温暖化やコンクリートの建物や道路の増加に伴う 

温度上昇が原因と言われるヒートアイランド現象と言ったもののせいで昔と比べても気

温が上がりやすくなっており、気温も昼間で３０℃以上“猛暑日”と言われる３５℃以

上の日が多くなり、夜間でも２５℃以上の熱帯夜の日々が多くなります。 

そのような日本で最高気温を記録した場所は四国、高知の四万十市の４１℃で次に暑い

のが良くニュースで言われている埼玉県の熊谷市、岐阜県の多治見市で４０．９℃で

す。 

この時期になると私たちが注意しないといけないのが熱中症です。 

この症状は７月の梅雨あたりから９月まで続く高温多湿な環境で発生しやすく、ひどい

場合は命も落とすことがある危険な病気です。 

熱中症とは高温多湿の環境に人体の体温調整機能がついて行けず、体の熱を汗や皮膚か

らの温度拡散を行えなくなり、体の中に熱をため込んでしまい、めまいや体のだるさ、

筋肉痛やけいれん、吐き気などいろいろな症状を発症します、また症状は昼間だけでな

く夜間でもかかることがありますので気をつけないといけません。 

症状の対策にはエアコンや扇風機による適度な温度管理や室内の風通しを確保したり、

衣類も通気性が生地や吸水性や速乾性にすぐれたものを着て、こまめな水分補給などを

欠かさず保冷グッズなどを身につける、また直射日光をさけるなどで 

熱中症の危険をかなり避けることができます。 

また当然、日頃から適度な運動している、食事をしている、睡眠をしていると言った事

会長の時間 
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もかなり重要です。 

最近では気象庁なども熱中症を予防してもらう為に、高温注意情報や暑さ指数などを公

表し、人々に注意を促しています。 

それでも、もし症状が出始めていると感じた場合はエアコンが効いた部屋や風通しの良

い日陰の場所に急いで移動し、涼しい服装になり、水分や塩分の補給をおこない安静に

していることが重要となります（但し、吐き気のある場合は水分補給中に気管への誤飲

が発生する場合があるので病院での点滴が良い） 

それでも症状が治らない場合は急いで病院に行く必要があります。 

皆様も暑い時は無理をせず、若い時は大丈夫だったからと言って空調機器を利用せず、

我慢して耐えるなどと言った事はせずに、適切にエアコンなどを利用し快適な生活をし

ていただきたいと 

思います 

 

 

 

ホームページ委員会 

ホームページ用「集合写真」撮影のご案内 

ホームページ委員長 池田茂雄 

 

前  略 

度々、ご案内させていただいております通り、当クラブのホームページが間もなく「リ

ニューアル オープン」いたします。この際、オープンを記念して会員皆様の「集合写真」

を同時に掲載いたしたく思っております。 

そこで、掲載用の「集合写真」を下記により撮影いたしますので、ホームページ用にふ

さわしい服装のうえ、お集り下さいますよう、ご案内申し上げます。 

記 

１．日時 ８月１８日(金)午前１１時５０分 集合 

     （次 回 例会日） 

２．場所 例会場（天兆閣別館４階 ローズ） 

以上 

 

  

 

堀畑好秀会員 先日は平成28年秋の叙勲に際し祝福いただきました。有難うございま 

した。（堺北RC基金へ寄付いたします） 

國井 豊会員 家内の誕生日を祝って頂き有難うございました。 

那須宗弘会員 嶽盛会員卓話期待しています。 

宇瀬治夫会員 田中さん久しぶりです。元気ですか。元気が一番。昨日島田さんと話し    

       ましたよ。元気そうでした。 

徳田 稔会員 特に何もないですが。 

辰 正博会員 ビアパーティー多数参加ありがとうございました。 

米澤邦明会員 田中さん、お久しぶりです。久しぶりと言われないように毎週出席お 

委員会報告 

Ｓ Ａ Ａ 
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願いします。 

中川 澄会員 クイズ番組にお酒の香りの線香が出ていたので、こんなものを作るの 

はどこの会社かと思ってみていたら奥野晴明堂さんの名前が画面に 

出てきました。 

嶽盛和三会員 本日会員増強フォーラムを行います。どうにか本年中に数名の入会を 

達成致したいと存じます。 

奥野圭作会員 家内の誕生祝い、有難うございました。 

田口 隆会員 胆石で緊急入院手術をしました。いままで経験のない痛みでした。 

                          合計  ３７，０００円 

 

 

 

第２回定例理事会 

2017-18年度理事会構成メンバー 

辰、澤井、木畑、池永、中川、笹山、坂田、藤永、塩見、平野、中田、小西、南埜、 

（会計監事 池田） 

１３名中１０名出席のため理事会成立 

日 時  ２０１７年８月４日（金）例会後 

場 所  「南海グリル天兆閣別館ローズ」会議室 

 

議 案   

１．２０１８年１月例会変更の件 

1/3 開口神社(特別例会→1/5例会変更)  

1/11 堺9RC新春合同例会(1/12例会変更)  

２．次年度指名委員会の件 

通例通り 今年度の理事を 指名委員とする 

３．出席適用免除の件 

7月度より城岡会員 9月度より北側会員を出席規定適用免除とする 

４．第１１回アートグランプリ in Sakai協賛のお願い 

  負担金（寄付金）２万円の支払い 

幹事一任(寄付は見送りとします) 

５．その他 

  ①卓話の件 

外部卓和の 御車代について 今後の検討課題とする 

  ②地区大会賦課金  

   会員１人あたり5,000円 

（７月２日以後９月末日までに入会の会員についても、１人あたり 5,000円） 

【参考】別途1.地区大会参加登録者は、参加者１人あたり 4,000円の登録料を徴収 

させていただくこととなります(ガバナー事務所からの案内を抜粋)地区からの要請  

が遅れたため後期会費にて請求する 

 

 

 

（１）今週の配布物 

   ・週報 ・会員増強月間アンケート 

幹 事 報 告 

そ   の   他 
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（２）幹事報告 

   ・特にございません。 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

   ・堺おおいずみロータリークラブ 

    8月30日（水）→夜間例会 18：00～  

於いて、ホテル・アゴーラリージェンシー堺 ３Ｆ 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の歌 「夏の思い出」 

夏が来れば 思い出す 

はるかな尾瀬(おぜ) とおい空 

霧のなかに うかびくる 

やさしい影 野の小路(こみち) 

水芭蕉(みずばしょう)の花が  

咲いている 

夢見て咲いている水のほとり 

石楠花(しゃくなげ)色に たそがれる 

はるかな尾瀬 遠い空 


