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前回の例会 

2015年 8月 7日(金)第 1672回 
卓  話 「 会員増強月間 」 

卓 話 者 嶽盛 和三 会員増強委員長 

今週の歌 ｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣  

｢バースディソング｣ 

お客様の紹介  

出席報告 会長の時間・会員総会 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・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)  

  奥野美津子様( 3日) 辰 由華様( 5日) 

 國井 藤子様( 7日) 畑中 暁子様(21日) 

〇結婚記念祝い(８月度) 該当者なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

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)  ：豊澤 洋太朗（トヨサワ ヨウタロウ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://2640.jp/ 

         E-mail ： office@2640.jp 

会長：坂田兼則  幹事：藤永 誉  広報委員長：山ノ内修一  編集者：米澤邦明 

 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

2015年 8月 21日 第 1672号 

 

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 

 2015年 8月 21日(金)第 1673回 

卓  話  「 自己紹介 」 

卓 話 者  平野 祥之 会員 

今週の歌 ｢我等の生業｣  

｢涙そうそう｣ 

｢堺北ＲＣの歌｣  

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）  

小西幹夫会員(第４回) 

 塩見 守会員(第４回) 

 

 2015年 8月 28日(金)第 1674回 
卓  話  「 未 定 」 

卓 話 者  米山奨学生 ソ・ミンジ 様 

紹 介 者  小西 幹夫 会員 

 

 
2015-16 年度 国際ロータリーのテーマ 

「世界へのプレゼントになろう」 
Be a Gift to the World 

国際ロータリー会長 K.R. ラビンドラン（スリランカ・コロンボ RC） 

本日の例会 

 

時間 

 

次週の例会 

 

時間 

 

＜８月７日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           31名 
出席会員           19名 
欠席会員             12名 

   ビジター          2名 
ゲスト           1名      
7月 3日(金)の出席率   77.42％ 

 

今週の歌 
「涙そうそう」 

 
古いアルバムめくり 
ありがとうってつぶやいた 
いつもいつも夢の中 励ましてくれる人よ 
晴れ渡る日も 雨の日も 浮かぶあの笑顔 
想い出遠くあせても おもかげ探して 
よみがえる日は 涙そうそう 
 

http://www.sakai-kita.jp/
http://2640.jp/
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「 会員増強月間 」 

会員増強委員長 嶽盛 和三 

 会員増強月間に伴いまして、本日はテーブル会議方式で皆さんのご意見を伺いたく、

進めてまいりますので、皆様率直なご意見をよろしくお願いいたします。 

会員増強委員会といたしましては、インフォーマルミーティング等を企画し、お集まり

いただき、気軽な雰囲気の中、純粋な意見交換をできる場をもつのも良いかと思ってい

ます。また、各会員の皆様に必ずお一人は会員候補者の方を例会にお連れいただき、堺

北ＲＣを知っていただく機会をもっていただくのも良いのではないかと考えています。 

 本日は、偶然にもビジターとして堺ロータリークラブの会員増強委員長 中田佐和彦

様がおいでいただいていますので、突然ではございますが、中田様より少しお話をお願

いしまして、その後、順に会員の皆様にもマイクをお渡ししてまいります。 

 

【堺ＲＣ 会員増強委員長 中田佐和彦様】 

突然のご指名で何をお話して良いか戸惑いますが。 

2640地区の会員数は、かつて4,000名ちかくおりましたが、只今2,000名を割っていて、

50％の減少です。さて、日本全体ではどうでしょうか。かつて 13万人在籍していたのが、

今や約 89,000人、30％の減少となっています。現在ＲＩ全体では、約 122万人ですが、

130万人を達することを目指しているようです。 

私の在籍する堺ＲＣでは、1986年128名で、20年前まで120名を切ったことがありませ

んでしたが、それから右肩下がりの減少が続き、現在60名となり半分となりました。 

会員が減少した理由はいろいろあると思いますが、私はロータリークラブに魅力が減っ

たことが一番の問題ではないかと思っています。それでは、どうしたら魅力が出るのか。

私が思うロータリークラブは人材育成機関だと思っています。そしてその育成場所が例

会であると考えています。その例会の目的は、私は次の 3つがあると思っています。 

①人材の育成 

②信頼できる友をつくる 

③異業種の方の意見、知恵の交換ができる 

どのクラブにおいても会員増強問題は難しい課題でありますが、お互い会員が少しでも

増えますよう切磋琢磨できれば、幸いかと存じます。 

 

【池田茂雄会員】 

堺北ＲＣのホームページを会員増強に活用してください。 

どのクラブにも負けないくらいの内容になっておりますので、会員候補の方がいらっし

ゃいましたら、是非当クラブホームページをご覧いただけるよう勧めてください。 

 

【山崎市郎会員】 

私どものマリン業界は非常に悪く、なかなかお誘いし難い状況ですが、増強に貢献で

きるよう努力したいと思います。 

 

【國井 豊会員】 

長い間入会していて、私自身ロータリーへの熱が冷めてきているので、増強は大事だ

卓  話 

 

時間 
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と思いながら、ロータリーの良さを伝えきれていないと申し訳なく思っています。 

 

【那須宗弘会員】 

僧侶も減少してきているので、入会していただけそうな方をピンポイントで捜し当て

ることが必要ではないでしょうか。 

 

【中田 学会員】 

趣味（ゴルフ等）を通して、お誘いするも、あとひと押しが足りず、入会していただ

けないのが現状です。 

 

【中川 澄会員】 

地域に密着してお仕事をされている方は、地域に貢献できるロータリークラブに入会

を希望される方が多いように思いますが、業種によっては、在籍メンバーやそのご子息

等、お互いの仕事の影響など考えると難しい場合もあるようです。 

 

【山中喜八郎会員】 

昔は熱い気持ちをもった方が多かったようですが、今は地区のごたごたを理由に辞め

ています。昔と今のロータリーでは緊張感も無く、動きが鈍く、町内会の集まりのよう

になっているのではないかと思えます。ロータリークラブなのですからもっと緊張感を

持ち、素晴らしい方が同じロータリアンでいらっしゃることを前面に伝え、誇りに思え

るようにしなければなりません。 

 

【塩見 守会員】 

周囲を見渡し、何人か入会をお勧めしましたが、入会を勧める私の方がロータリーの

こと、素晴らしさを上手く伝えることができていないことがわかり、人の心を動かすに

は、もっと理解を深め、上手に伝えることができるようにしたいと思います。 

 

【平野祥之会員】 

入会させていただいてやっと 1 年経ったところで、ロータリーのことは未だよく分か

っておりません。今後も皆さんにご指導いただきながら、ロータリアンとしての誇りを

まずは自分でかみしめて、若い方に広めていきたいと思っています。 

 

【木畑 清会員】 

皆さん入会したきっかけは、友人や先輩方に導かれたのではないでしょうか。 

会員増強はやはり若い方が友人などをお誘いいただき、会長はじめ委員長が率先してロ

ータリーの魅力、メリットを伝えていただくのが良いのではないかと思います。 

 

【小西幹夫会員】 

候補者の方をお誘いするも、あと一歩が足らず、なぜ入会に至らないのか本人に尋ね

ても、魅力がなかったのか本心を聞くこともできていません。その一歩がどのようにし

たら良いのか未だ考え中です。 
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【堀畑好秀会員】 

先ほどから候補者の方が身近にいても、あとひと押しが足らない、ロータリーの魅力

を伝えきれていないからでは・・・というご意見がありましたが、もっと周囲の我々が

ロータリーの素晴らしさを伝えれるようにして、フォローしなければならないのだと思

いました。自分たちでステータスを作って行き、会員皆で会員増強を盛り上げていくこ

とが大事です。 

 

【米澤邦明会員】 

私は、“Ｉ save”をしています。それは、私が以前、スリープしかけた時があり、そ

の時に熱心に声かけをして助けていただいたことがあり、私も、例会欠席が続いている

メンバーに電話をかけたり、声かけをして、出席向上、退会防止に心掛けています。メ

ンバーの欠席が続くと、ロータリーの魅力が欠けているのかと思います。 

商品を売る時でも、商品の魅力を伝え、買っていただきます。ロータリーの中でも、魅

力を発見し、候補者の方に伝えなければ、入会は望めないと感じています。 

 

【笹山悦夫会員】 

解決方法は足元にあると思います。会員増強や魅力作りを問題とした場合、私たちは、

そのためにどれだけの時間を割いたのでしょうか。こうしたい、ああしたいと充分な議

論をしたでしょうか。難しい、難しいで終り、議論まで至る時間をほとんど使っていな

いように思います。 

魅力のある方々がたくさん集まっているわけですから、議論すればおのずと解決する方

法が見えてくるのではないかと思います。 

 

【最後に・・・会員増強委員長 嶽盛和三】 

皆さん貴重なご意見ありがとうございました。 

笹山会員の解決策は足元にある！というご意見や、木畑会員の委員は率先して魅力、

メリットを伝えることが重要であるというご意見は非常に納得いたしました。このよう

な話し合いの場を持ち、色々なご意見を伺うことが出来れば、良い提案が生れます。今

後もこのような話し合いの場や、会員増強の場を企画して、皆さんが候補者の方をお誘

いし易いようにしたいと思います。 

今年度は創立 35周年。あと数人増強して、もっとクラブを盛り上げていきたいと思いま

すので、今後ともご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

 

会長 坂田 兼則 

 

昨日は、元会員の綿谷伸一さんの奥さんの「綿谷享子（たかこ）」様のお葬式に、急な

連絡にもかかわらず多数御参加いただき、有難うございました。御冥福をお祈りいたし

ます。 

綿谷さんからも皆様によろしくお伝えくださいとのことでした。 

享年 59歳で誠に残念な思いがいたします。 

 さて、昨日の 8月6日は日本国民にとって忘れられない 1日でありました。 

会長の時間 

 

時間 
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1945年8月6日 午前8：15 広島に原爆が投下された日であります。 

 当時の広島の人口が約 35万人で、そのうちの 9万～16万 6千人が被爆から2～4ヶ月

で死亡されております。 

 この原爆については、3年前の 1942年6月に、アメリカのルーズベルト大統領が「マ

ンハッタン計画」として計画されたものであり、1944年6月にはルーズベルト大統領と、

イギリスのチャーチル首相の間で、「ハイドパーク覚書」が交わされ、日本に原爆投下す

ることが決定されたそうです。 

その投下場所については、第一に広島、第二に小倉、第三に新潟、第四に長崎であった

そうです。 

ですから、昭和 16年1941年の太平洋戦争開始から 1年後の 1942年に「マンハッタン

計画」が計画されていたことを考えれば、開戦から 1年でアメリカはすでにこの戦争に

勝つという自信があったわけであります。 

 今年で戦後 70年でありますが、現在でも被爆体験者が多数残っておられます。私も

戦後の昭和 24年生まれですが、戦争の話は父親から聞いたことがありません。戦争体

験者の親父にしても話たくなかったものと思います。 

 今でも、中東諸国で戦争がありますが、人間の歴史はいつの時代でも常にどこかで、

戦いをおこなってきた歴史だと思い、人間とはいかに不完全な生きものだろうと、特に

自分自身に思っております。これで本日の会長の時間とさせていただきます。 

 

  

 

国際奉仕委員会 

「カンボジア スナ―ダイ・クマエ孤児院 絵画展 in 神戸観賞会」 

国際奉仕委員 嶽盛和三 

 

当クラブでは児童の基本教育・識字率向上の一助としてカンボジアの孤児院への奉仕

を行っています。 

今年度も昨年同様に神戸甲南大学 甲友会館にて７月３１日～８月２日の３日間開催

され、当クラブより８月１日（土）有志一同で訪問いたしました。 

参加者一同、子どもたちの描いた絵画を興味深く鑑賞し、それぞれ気に入った絵や絵

ハガキ等を購入し、近くのお店で孤児院代表のメアス博子氏同席で中華のランチを食

し、共に意見交換を行いました。 

出席者：坂田会長、藤永幹事、新井、宇瀬、木畑、小西、中田、那須、山中、 

嶽盛と幸子  会員１０名、家族１名 計１１名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告  

 

時間 
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嶽盛和三会員 先般8月1日カンボジア スナーダイ・クマエ孤児院絵画展ご参加 

ありがとうございました。 

米澤邦明会員 毎例会ごとに電話をかけていますが、今日は彼から電話が有りました。

某塗装屋さんです。ミンチャン、もう少し早く来ましょう。 

奥野圭作会員 家内の誕生日プレゼント、誠に有難うございました。 

合計 １０，０００円 

 

 

 

（１）本日の配布物 

・週報  ・今年度手帳 

  ・2014～15年度会計資料 

（２）幹事報告 

・次回例会 8/14は、定款第6条第1節の規定により休会です。 

 

・本日例会終了後、定例理事会が開催いたしますので理事・役員の皆様はお集まり 

いただきます様お願い申し上げます。 

 

 

 

第２回 定例理事会 

2015-16年度理事会構成メンバー 

坂田、中田、辰、藤永、池永、池田、城岡、中川、塩見、澤井、笹山、山ノ内、畑中 

（計１３名中７名出席により理事会成立） 

 

日時：２０１５年８月７日（金）例会後 

場所：「ＰＡＮＴＡＲＯＮ」 会議室 

議案   

１. ７月度１１ＲＣ連絡協議会の件 －報告 

２. 事務所移転の件 

－ 8月27日14：00より事務局の整理。例会場と事務局の引越しは 8月28日14：

30より行う。 

３. 社会奉仕 寄付・協賛の件 

（堺まつり・堺市民オリンピック・大阪府立大学留学生後援会） 

－ すべて例年通り承認  

堺まつり・堺市民オリンピックは協賛する 

大阪府立大学留学生後援会は例年通り見送る 

４．その他 

 ①仁徳陵の歌碑の柵について －承認 費用は予備費より算出 

 ②会計報告及び監査について －承認 

幹事報告 

)) 

 

時間 

 

ＳＡＡ報告  

 

時間 

 

その他 

)) 

 

時間 
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堺１１ＲＣ連絡会 

日時：平成２７年７月１６日（木）１４：３０～ 

場所：ホテル・アゴーラリージェンシー堺 ３F 橘の間 

ホスト：堺ロータリークラブ 

議案  

１．堺シティオペラ第30回記念定期公演協力依頼の件（堺ＲＣ） 

  堺シティオペラよりご案内と協力依頼 

２．堺北35周年記念チャリティーゴルフコンペのご案内（堺北ＲＣ） 

  現在のエントリー状況の説明と各クラブに参加のお願い 

   日時 : 2015年10月31日（土） 

   場所 : 天野山カントリークラブ 

３．堺市展関係者の８月度堺１１RC連絡会出席承認の件（堺ＲＣ） 

  ８月度の連絡会へ、関係者の出席を全クラブ一致で承認 

４．堺11RC 6月度新旧合同連絡会収支報告の件（堺清陵ＲＣ） 

  ホストの堺清陵RCより報告承認 

５．堺中RC２５周年記念ゴルフの件（堺中ＲＣ） 

現在のエントリー状況の説明と各クラブに参加のお願い 

（詳細は下記案内を参照ください） 

   日時 : 2015年10月16日（金） 

   場所 : 泉ヶ丘カントリークラブ 

〈次回連絡会〉 

  日時 : ８月１０日(月)１４時３０分～ 

  場所  : ホテルアゴーラリージェンシー堺 

  ホスト: 堺南ロータリークラブ 

 

堺中ロータリークラブ 

創立25周年記念親睦ゴルフコンペのご案内 

平素は堺中ロータリークラブにご指導、ご厚情を賜り誠に有難うございます。 

さて、当クラブも今期に入り創立 25周年目を迎えることとなり、この度下記の要綱に

て記念親睦ゴルフコンペを開催したくご案内申し上げます。 

何かとお忙しい時期ではございますが当クラブの奉仕活動の主旨をご理解いただきまし

て意義深い大会になりますようご協力の程よろしくお願いいたします。 

つきましては、出来るだけ多くの方にご参加をお願いしたくお誘い合わせの上、お申

込み宜しくお願い申し上げます。                      敬具 

記 

日 時 ／ 平成２７年１０月１６日(金) 

場 所 ／ 泉ヶ丘カントリークラブ 

 〒590-0106 大阪府堺市南区豊田 2990-226 TEL 072-292-8500 

会 費 ／ １０，０００円 ※但しプレー費は各自ご精算願います。 

申込締切 ／ 平成２７年８月３１日(月) 

申込先 ／ 堺中ロータリークラブ事務局 

TEL  072-279-9074 FAX  072-279-9094 

競技方法 ／ 18ホールストロークプレーWぺリア方式 
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＊ご参加いただける方は堺北ＲＣ事務局までお申し出ください。取り纏めて、申込みい

たします。 

 

 

「ご存知ですか？」 

広報委員会 

 

今週は、まず植物の読みを考えてください。 

 

問題 

①百日紅 （すべすべした樹皮が特徴。） 

②無花果 （花が外から見えない事から。） 

③石楠花 （ツツジ科の常緑低木） 

④白粉花 

⑤菖蒲 

⑥馬酔木   

⑦扁桃   

⑧鬱金香   

⑨向日葵   

⑩橄欖   

 

次は、外国の地名の読みを考えてください。 

（ほぼ、当て字ですが、）  

①赤保留古   ⑥羅馬 

②加里保爾尼   ⑦倫敦 

③桑港       ⑧亜武的達 

④那坡利       ⑨高加索 

⑤澳門        ⑩孟買 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は何の日？？ 

1890年   

警視庁が、男女の俳優が同じ舞台に立つことを許可する警視総監通達。 

答え（外国の地名の読み） 

①赤保留古    アカプルコ 

②加里保爾尼   カリフォルニア 

③桑港     サンフランシスコ 

④那坡利     ナポリ 

⑤澳門     マカオ 

⑥羅馬     ローマ 

⑦倫敦     ロンドン 

⑧亜武的達    アムステルダム 

⑨高加索     コーカサス 

⑩孟買        ムンバイ 
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 中川 澄 会員 お誕生日祝い 

 

 

 

 

 

 

答え（植物の読み） 

①百日紅    さるすべり 

②無花果    いちじく 

③石楠花    しゃくなげ 

④白粉花    おしろいばな 

⑤菖蒲     あやめ 

⑥馬酔木    あせび 

⑦扁桃     アーモンド 

⑧鬱金香    チューリップ 

⑨向日葵    ひまわり 

⑩橄欖     オリーブ 

 

米山奨学生 ソ・ミンジ様  
8月度米山奨学金授与 

 
 


