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前回例会の報告 

2013年 8月 2日(金)第 1577回 

卓 話 ｢ 会員増強月間 ｣ 

会員増強委員長 山ノ内 修一 

今週の歌「君が代」｢奉仕の理想｣  

    「バースディソング」 

会員総会 

お客様の紹介 向井 正明様 

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

○会員・奥様誕生祝い（8月度） 

 新井茂文会員( 7日) 中川 澄会員(10日) 

 中田 学会員(30日) 辰   由華様( 5日) 

 國井 藤子様( 7日) 小西  淳子様(16日) 

 畑中  暁子様(21日) 

○結婚記念祝い（8月度） 

 該当者なし 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  〒590-0024堺市堺区向陵中町2丁5-10 杉本ビル5-B・Tel:(072)255-1200番 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 PANTARON   Tel:(072)228-3988番  （魚太郎直通電話） 

 URL   :  http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第2640地区) 久保治雄（クボハルオ） 

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

         E-mail ： info@rid2640yoneda-g.org 

会長：城岡陽志  幹事：中川 澄  広報委員長：塩谷圭一 編集者 :池田茂雄 

2013年 8月 9日第 1577号 

本日の例会 

 

時間 

 

2013年 8月9日(金)第 1578回 

卓 話 「 ロータリーのルールと 

規定審議会の報告 」 

卓話者 中田 佐和彦様（堺ＲＣ会員） 

紹介者 中田 学会員 

今週の歌「我等の生業」｢長崎の鐘｣  

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 

○皆出席表彰（８月度） 

 宇瀬治夫会員(第５回)  

小西幹夫会員(第２回) 

 塩見 守会員(第２回) 

2013年 8月23日(金)第 1579回 

卓 話 「  未定  」 

卓話者 チェ・ソンエ 様（米山奨学生） 

紹介者 小西幹夫会員 

次回の例会 

 

時間 

 

＜8月 2日(金)の出席報告＞ 

会 員 数          32名 

出席会員          22名 

準 会 員            0名 

欠席会員           10名 

ゲスト             1名 

ビジター           0名 

6月 7日(金)の出席率  85.71％ 

 

http://www.sakai-kita.jp/
http://www.rid2640g.org/
mailto:info@rid2640yoneda-g.org


 

 -- 2 -- 

会長の時間 

卓   話  

 

「会員増強月間」 

会員増強委員長 山ノ内修一 

 

今月は「会員増強月間」ですので、今日は会員増強について話をさせていただきます。 

当クラブの会員数は６月末時点では２８名でしたが、今期すでに４名の新入会員を迎える

ことができ、３２名となりました。 

 今年度の城岡会長は「会員増強」に特に力を入れておられ、会員数を「１２名増の４０

名」にするという大きな目標を立てています。 

 会員増強委員会もその意を受け、最大限の努力をしたいと考えています。 

 全国的に見ましても、また堺市内を見ましても会員数の減少傾向は続いています。会員

数の減少に伴い解散したクラブもあります。クラブの維持・発展を考えるとき、「会員増

強」は喫緊の課題だと思われるのです。 

 当クラブもピーク時は５９名の会員数を数えました。今は半減です。さまざまな理由が

あっての減少ではありますが、敢えて「過去は過去」「他所は他所」と割り切って、当ク

ラブとして一人、一人と数字を積み重ねるしかなかろうと思うのです。 

 具体的には、皆さまのお知り合いにロータリークラブについての「声かけ」を行ってい

ただき、例会見学などを勧めていただきたいのです。入会の可能性があると思われる方に

は、私及び副委員長の山中会員が説明と勧誘に行かせていただくつもりです。時間が取れ

れば城岡会長も同行してくれる予定です。 

 増強のツールとしてパンフレット「心のオアシス」とＤＶＤ「超我の奉仕」の準備を進

めています。「心のオアシス」の製作では米沢会員のお手を煩わせています。 

 ３０余年の歴史ある当クラブが今後さらに発展するために、会員増強に対して皆さまの

絶大なご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 終わりに、突然の指名にもかかわらず発言いただいた笹山会員、山中会員に厚くお礼を

申しあげて本日の卓話とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

「熱中症」 

会長 城岡陽志 

 

 今この暑さで、熱中症で倒れる人やお亡くなりになる方が、続出しています。 

先日テレビで、熱中症対策をやっていました。 

多くはご老人だそうです。 

年を取ると暑さ、寒さに対する体温調節機能が衰えてくるそうです。 

テレビに映っているおばあさんは、昼間部屋の温度が 40度になっているのに、クーラーも

扇風機もかけていません。体温調節機能がうまく働かない為、本人は暑く感じないそうで

す。汗もかかなく、水分補給もしないので、熱中症になってしまいます。 

心当たりのある方は、とにかく水を飲んで水分補給をすれば、助かるそうですから、用心

してください。 

またゴルフの最中は、水分補給を必ず意識してプレーしましょう。 
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Ｓ Ａ Ａ 報 告 

委 員 会 報 告 

 

 

 

 

 

直前幹事 辰 正博 

 

会員の皆様には日頃よりロータリー活動にご協力頂き、有難うございます。 

さて、今年度第１回目のインフォーマル・ミーティング及び新会員歓迎会を開催させて頂

くことになりました。会員の皆様におかれましては、ご多忙とは存じますがどうか奮ってご

参加くださいますようお願い申し上げます。 

記 

テーマ 「インフォーマル・ミーティング」 

日 時  平成 25年 8月 23日（金） 午後６時３０分より 

場 所  ホテル アゴーラリージェンシー堺 ３Ｆ 中華料理「龍鳳」  

       堺市堺区戎島町 4－45－1 

TEL 072-224-1120 

会 費  ６，０００円    

※8月 20日（火）までに出欠のご連絡を事務局までお願いいたします。 

 

第 80回北輪会ゴルフコンペのご案内 

代表世話人 塩見 守 

 

 会員の皆々様には。益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、この度「第 80回北

輪会ゴルフコンペ」を下記の様に企画開催させて頂く運びとなりました。ご多忙の折と存

じますが、万障お繰り合わせの上是非ご参加賜りたくご案内申し上げます。 

記 

日時：平成 25年8月 31日(土) 

場所：泉南カンツリークラブ 

集合：午前 9時 15分 

スタート：午前 9時 45分インスタート(5組) 

プレイ費：14530円(昼食・キャディ付) 

会費：6000円（賞品及び会食代金） 

競技方法：18ホールストロークプレイ 

締切：平成 25年 8月 23日(金) 

 

 

 

國井 豊会員 家内の誕生祝いを頂いて。 

城岡陽志会員 向井さんお忙しい中 お出で頂き有難うございます。 

どんな所か例会を見て帰って下さい。 

又、お盆のゴルフの時ゆっくり入会をせまります。 

綿谷伸一会員 先週、笹山会員の卓話拝聴できず残念です。 

個別で又、自転車の事教えて下さい。 

第１回ｲﾝﾌｫｰﾏﾙ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ開催のご案内 

 



 

 -- 4 -- 

辰 正博会員 スリムな奥様、お誕生日おめでとうございます。 

木畑 清会員 6月 29日に長唄の全国大会で京都南座にデビューしました。 

望みが１つ叶いました。 

藤永 誉会員 体脂肪率が 20を切りました。 

池永隆昭会員 向井さん、いらっしゃい。 

合 計 ２０，０００円 

 

 

 

 

（１）配布物 

   ・週報 

・理事役員委員会委員一覧表 

・理事会・委員会構成表 

（２）連絡事項 

・８月１６日(金)の例会は休会です。 

 事務局も、８月 12日～16日までお盆休みを頂いておりますので、 

緊急連絡等は、幹事の中川までご連絡下さい。 

又、ＦＡＸでのご案内もさせて頂きます。 

（３） 他クラブ例会変更のお知らせ 

・和泉ロータリークラブ 

8月14日(水)→ 休会 

8月21日(水)→ 8月 24日(土)午後 4時～ 

納涼移動例会 高野山(天徳院) 

・堺南ロータリークラブ 

     8月 12日(月)→休会 

     8月 26日(月)→8月 27日(火)家族同伴例会 

 

 

 

第２回定例理事会 

2013-2014年度理事会構成メンバー 

城岡、山ノ内、綿谷、中川、藤永、國井、中田、山中、坂田、宇瀬、徳田、辰、塩見、

木畑 

オブザーバー：那須 

計１４名中１０名出席により理事会成立 

 

日 時  ２０１３年８月２日（金）例会後 

場 所  「ＰＡＮＴＡＲＯＮ」 会議室 

議 案   

１．７月度 堺１１ＲＣ連絡会報告 －承認 

２．細則改正の件 

    ① 親睦活動委員長を理事に加える件 

幹 事 報 告 

そ の 他 



 

 -- 5 -- 

    ② 理事会による予算作成時期を「各会計年度が開始した後速やかに」とする件 

              －承認→臨時総会へ上程 

３．ガバナー公式訪問の件 

    ガバナーが指定した日が差し支えのため、会長が日程調整を行う 

４．預り金として徴収した費用の支払の件－承認 

ＲＩ人頭分担金、米山奨学会寄附、ロータリー財団寄附は支払済み 

新春合同例会費用は請求があり次第支払う 

    地区に支払うもの（地区資金、地区大会、国際交流及び地区青少年活動ファンド、

米山梅吉記念館への寄附、ライラ特別分担金、１００年の森林管理料）はクラブ

会長会議が承認するまで支払留保 

５．その他 

(1)「声」の箱設置について 

会員から意見、提案を入れる「声」の箱を設置する（匿名可）。 

(2) 大阪府立大学留学生日本語弁論大会 

（Ｈ２５．１１．２）について 

       ９月１１ＲＣ連絡会に、当クラブから寄付金、審査員派遣の件議案上程。 

今期は当クラブが当番クラブであるため、寄附を行い、審査員を派遣する。 

(3) 堺まつり協賛について 

協賛金１万円支払う 

(4) インフォーマル・ミーティング 

平成２５年８月２３日（金）午後６時３０分 

中国料理龍鳳（ホテルアゴーラリージェンシー堺内）にて 

(5) クリスマス例会 

平成２５年１２月２１日（土） スイスホテルにて 

(6) ハンドマイク購入 

    ＰＡＮＴＡＲＯＮ以外の場所で行事を行う際、声が聞こえないことがある 

→ハンドマイクを購入する 

 

堺１１ＲＣ連絡会 

日時 :  2013年7月25日(木) 14：30～ 

場所 ： ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 

 

１.堺１３ＲＣ新旧合同連絡会懇親会収支報告について （堺おおいずみＲＣ） 

ホストクラブより収支報告書を配布の上、会計報告有り 

２.堺市展協賛依頼のため８月度連絡会出席願いの件       （堺ＲＣ） 

堺市展説明の為、８月度連絡会へ関係者の出席を了承する 

３.堺１１ＲＣ連絡会の今後の方向性について          （堺ＲＣ） 

      堺１１ＲＣ連絡会は、堺市内のクラブの親睦と情報交換が目的であることを 

確認する 

４.現在の地区に対する堺市内ＲＣの姿勢について        （堺ＲＣ） 

必要に応じて連絡会にて意見交換を行う 

５.連絡会へのガバナー補佐出席依頼の件 

継続審議 
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<次回連絡会>  

開催日時 ８月１９日（月）１４：３０～ 

場  所 ホテル アゴーラリージェンシー堺 ３階 

ホ ス ト 堺南ロータリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月度、会員奥様誕生祝い 

おめでとうございます!!! 

 

今週の歌 「長崎の鐘」 

こよなく晴れた 青空を 

悲しと思う せつなさよ 

うねりの波の 人の世に 

はかなく生きる 野の花よ 

なぐさめ はげまし 長崎の 

ああ 長崎の鐘が鳴る 


