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本日の例会

前回の例会

2017 年 9 月 1 日(金)第 1765 回

2017 年 8 月 25 日(金)第 1764 回

時間

卓

卓 話 「 テーブル会議 」

話 「新世代フォーラム」

卓話者 澤井久和新世代委員長

議 題 ①会員増強について②会費の件

今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」

今週の歌 「四つのテスト」「我は海の子」

「バースディソング」

お客様の紹介

お客様の紹介

出席報告・会長の時間

出席報告・会長の時間

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告
＜8 月 25 日(金)の出席報告＞
会 員 数
31 名
出席会員
19 名
欠席会員
12 名
ゲスト
0名
ビジター
0名
6 月 17 日(金)の出席率
100.00％

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告
〇会員・奥様誕生祝い(９月)
那須宗弘会員(2 日) 澤井久和会員(7 日)
米澤邦明会員(11 日) 徳田稔会員(17 日)

次週の例会

北側 和代様(13 日) 小西恵子様(18 日)

2017 年 9 月 8 日(金)第 1766 回

米澤 洋子様(21 日)

卓

時間
話 「元国際線客室乗務員が語る

〇結婚記念祝い(９月)

世界の食事情」

北側一雄会員(9 日) 南埜貴史会員(9 日)

卓話者 食文化研究家 藤沢しおり様
紹介者 木畑 清 会員

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）
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卓

話

「テーブル会議」
会員増強委員長 嶽盛和三
８月４日会員増強フォーラムで行った「会員満足度」
「クラブ活性化」アンケートの
結果を公表しました。
このアンケートは自分のクラブの状況、クラブの強み・弱み・特徴を知り、会員増強
に繋げるために実施したものです。アンケートの結果は、当クラブは多くの領域に於い
て良好な運営が行われており、他のクラブの模範となる活動、実績も見られ、メンバー
の多くは高い奉仕意欲を持っているが、一部の領域でコミュニケーション不足、機能不
全も見られます。
この前向きな意識のもと、会員参加で増強に繋げて行きたいと考えています。
例えば、例会を拡大し、メンバー一人一人が入会させたいと思う会員を最低一人は同
伴し、例会に参加していただく様な取り組みを今年度は考えております。
早い段階で増強委員会を開催し、準備を進めていきたいと考えております。又、現在
残っているクラブパンフレット「心のオアシス」は、例会場も事務局も変わっておりま
すので、この機会に入会用のクラブパンフレットを新しく作成してはどうかと思ってい
ます。
本日は、テーブル会議ですので、このアンケート集計や、会員増強の進め方など、皆さ
んより忌憚ない意見をお聞かせいただきたくよろしくお願いいたします。
【城岡 会員増強副委員長】
アンケートから、皆さん例会を楽しんでいるという結果が出て、とても素晴らしいこ
とだと感じました。堺北クラブの魅力を前面に出して勧誘してはどうでしょうか。
【米澤会員】
アンケートの取り方をもっと工夫してはどうでしょうか。今回は回答の選択が３段階
でしたが、もっと詳細な結果を出すために５段階にし、在籍年数などを KEY 項目とし
て集計を出してはどうでしょうか。
【池田会員】
身近に入会候補者の方や堺北クラブを知っていただきたい方がいらっしゃれば、是非
堺北ロータリークラブのホームページをご覧いただくよう、お薦めしてください。
「クラブの紹介」や「ブログ＆ニュース」主な活動はもちろん、週報を見ていただけれ
ば、活動の詳細がわかります。
【池永会員】
嶽盛委員長が前回のフォーラムでご紹介されていた拡大例会について詳細をおきかせ
ください。
【会員増強委員長 嶽盛】
拡大例会の内容、効果についてお話しました。入会候補者の方をお誘いする際に、ク
ラブパンフレットと簡単なメンバー表を作ってお渡しすれば、より参加しやすくなるの
で、それらの作製のご提案をいたしました。
『会費の件』は時間の関係で次回以降で検討することになりました。
（幹事 池永隆
昭）
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会長の時間
事業継承
「中堅の中小企業の存続と発展について」
会長 辰 正博
我々の様な企業にとって、会社の経営を後継者に引き継ぐ時に問題となる事は、会社
の運営が社長個人の経営手腕がそのまま会社の強みや存続の基盤に関係している場合
があるということである。
そのため、事業を誰に引き継ぐのかは重要な問題となります。
しかし、中小企業にとって会社経営は大変な時代を迎えており、後継者のなり手も少
ない事もあり、そのまま廃業する会社も多くあります。
今後５年間で３０万人以上の経営者が７０歳を迎えますが、一説ではその半数以上が
まだ後継者を定めていないという話もあります。
我々の業界でいいますと、よく町中にあります街の電気屋さんと言う、特定メーカーの
家電品や電球や電池など販売したり、家電品の質問や相談、修理、設置工事などを請け
負っているお店がありますが、パナソニックの電気屋さんの場合は３０年前、２７００
０店あったものが現在では１６５００店ほどに減ってしまっています。
しかし、これからますます高齢化社会になり、家の家電関係の故障や修理に対応してく
れる街の電気屋さんの存在感が高まってくると考えていてメーカーも本格的にそれら、
系列店への支援を始めようとしています。
このように上位にある企業が支援を考える場合もありますが、製造業などを中心とする
大企業の多くは地方から東京へ本社移転をする場合が多く、そのときにその企業に関係
する中小企業は困難な
状況になる事が多くあります。そのような企業は大抵今までより取引先の範囲を広げ、
取引相手も数を増やすことによりリスクの回避を図っています。また複数の企業で連係
を図り経営をする事もあります。
このような事からもこれからの企業の後継者になる方達には、今現在の経営をさらに広
げる視野を持った人でないと難しいのではないかと考えています。
同じように我々のロータリークラブも会員数では関東と関西では雲泥の差があります。
ちなみに東京のＲＣの会員数は３３０人ほどだそうです。
景気の方も政府が景気対策をしているとは思いますが、来年には導入を停止していた増
税も実行されると思われ、本来は消費などでお金を使う人々も貯蓄など消費を見直した
りすることで景気に陰が差すことも考えられます。
そのためオリンピック景気がある関東と違い地方は大変な時を迎えると思います。
このような事からも、我々のような中小企業が頑張って経済を盛り立てて関西の景気が
よくなればＲＣも、もっと会員数が増えるとは思いますし、より広範囲に交流を進めな
いといけないと考えています。
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委員会報告
社会奉仕委員会
「夏合宿」報告
社会奉仕委員長 塩見 守
8 月最終日曜日の 27 日に夏の恒例行事となりました清心寮の子供たちと過ごす「夏合
宿」を開催しました。
那須会員の祥雲寺さんにご協力をいただき、清心寮の子供達６名と引率先生１名が参加
下さいました。今回は祥雲寺さんが子供達に勉強を教えるために、大学生お二人を講師
としてお迎えし国語・算数などのドリルをしました。
また、坂上さんとご友人が防災クイズや新聞スリッパ、ビニールカッパなどの手作り防
災グッズをみんなで作り笑いました。
朝夕の座禅会では、みんな真剣に取り組みました。
「指を動かさない！」や「下を向か
ない」などと那須和尚の叱責を受けました。昼食前にお経を唱えてからカレーと焼きそ
ばをいただきました。座禅中、食事中、入浴中は、話さないことになっています。話さ
なくていいように鐘や拍子木で合図をするそうです。
そのほかにも厳しい規律を守ることの大切さを勉強させていただきました。
「清心寮夏期研修について」
社会奉仕委員 那須 宗弘
平成 29 年 8 月 27 日(日)恒例になりました堺北ＲＣ社会奉仕委員会主催の清心寮奨学生
の１日夏期研修を執り行いました。
寮生（４～６年生）６名と引率の先生１名が９時迄に入山挨拶を荷物の整理を済ませ簡
単なお抹茶の飲み方を教わり、お抹茶の体験をしました。生徒さんには少し苦いと感じ
た子もいた様です。一段落し本堂に集まり研修会のスタートです。御本尊様への挨拶の
後、約 20 分位の座禅を行いました。
座禅は生徒さんに少し緊張が見られ少し長かったのではと思われましたが、大人の皆様
は真剣に取り組まれている様に見受けられました。
（足にしびれを感じている方もあり
ましたが）
座禅を終え気持ちの落ち着いたところで書院での学習に入りました。先生への質問も活
発で一生懸命勉強していたと思われました。１１時４５分より昼食の準備に入りました
が、今回も生徒さん達に手伝ってもらう事ができ早く用意ができ良かったです。
メニューは例年通り子ども達の好物であるカレーライスと焼きそばです。セルフサービ
スの配膳も終わり住職より食事の作法を教わり食事の前にはお経を唱え（今までで一番
良く声が出ていました）食べ物が頂ける事への感謝も忘れずにと言ったお話しでした。
美味しく食事が終わった後にもお経を唱え再び感謝の気持ちが芽生えたのではと思いま
す。少しの休憩（おやつの時間）を挟み午後の学習と今年は防災に関わるクイズや、蜂
に刺されない、刺された時の対処法また直ぐに役立つ防災グッズ作り等盛り沢山の内容
で、とても良かったと思います。研修も無事終わり４時に帰路につきました。
今回この研修をお手伝い頂きました方は、勉強をお教え頂きました橋本先生、四宮先
生、防災の色々を教えて頂きましたロータリー事務局の坂上さんとお友達の水長さん、
堺北ＲＣより出席頂きました会員の方は、中田会員・坂田会員・藤永会員・塩見会員・
池永会員でした。皆様には大変お世話になりました。感謝申し上げます。
そして微力では有りましたが、祥雲寺より那須住職・藤田宗麻・服部宗明・藤田景修が
お手伝いしました。
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「秋の交通安全運動のお知らせ」
社会奉仕委員長 塩見 守
会員の皆様には日頃より社会奉仕委員会の活動にご協力頂き、有難うございます。
さて、下記の通り、恒例の秋の交通安全運動が行われます。会員の皆様は万障繰り合わ
せの上、ご参加頂きます様お願いします。
記
日時：平成２９年９月２１日（木）10：00～11：30
場所：堺地方合同庁舎前（堺市役所 隣）
※ジャンパー・帽子 着用お願い致します。(メイクアップになります！)
国際奉仕・米山奨学委員会
元米山奨学生マナババ・シュレスタ様 歓迎会
チャーターメンバー 堀畑 好秀
米山奨学委員長 木畑
清
国際奉仕委員長 平野 祥之
残暑の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になってお
ります。
さて、先週の例会に当クラブ３代目の米山奨学生マナババ・シュレスタさんが２７年ぶ
りに当クラブへ訪問下さいました。これは、堺北ＲＣ・クラブ米山奨学委員会にとって
も、大変喜ばしいことであります。
マナババさんは９月５日にネパールへ帰国されるとのことですので、急ではございます
が「歓迎会」を企画いたしました。会員皆様と親睦を深めて頂き、これからも交流を続
けられるような体制を図っていきたいと思っております。
ご多用中誠に恐縮でございますが、ご出席いただけますようご案内申し上げます。
記
日時：平成２９年９月１日（金）１８時３０分～
場所：すし亭 幹
以上

ゴルフ同好会
「第９０回北輪会報告」
ゴルフ同好会 世話人 藤永誉
平成２９年８月２６日（土）天野山カントリークラブにて、第９０回北輪会を開催致
しました。参加人数は、会員１１名、会員家族２名、ゲスト１２名の総勢２５名でし
た。
結果は、優勝 田中真琴様、準優勝 平田秀樹様、３位 城岡キヌ子様でした。見事に
会員は入りませんでしたが、ベスグロ（８１）は塩見会員でした。今回は第９０回の記
念大会でしたので、辰会長、池永幹事、城岡会員、中田会員、山ノ内会員、鶴様、天野
山カントリークラブ様より、たくさんのご協賛を頂きました。お陰様で表彰式が盛り上
がり、ご参加くださいました皆様全員に何か持って帰って頂く事が出来ました。
今回ご参加くださいました皆様、ご協賛いただきました皆様に感謝申し上げます。
次回、第９１回北輪会は、12 月 2 日（土）の予定です。ご参加お待ちしております。
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Ｓ Ａ Ａ
那須宗弘会員
辰 正博会員
坂田兼則会員
米澤邦明会員
塩見 守会員

中田会員出席委員会にかわりまして出席の確認有難うございます。
先週お休みしました。どうもすみません。
池田さん、本日はすみません。
辰会長「かまぼこ」になってきましたね！（かまぼこ⇒板についてきた）
明日は暑い中北輪会を開催いたします。ご参加下さいます皆様、よろ
しくお願いします。日曜は清心寮夏期研修を行いますので、ご参加お願
いします。
藤永 誉会員 明日ゴルフなので、先にニコニコしておきます。105 きったら返して下
さいね。
嶽盛和三会員 先週は近隣のお寺の法要があり欠席致しました。お盆後初めての出席
です。お盆は忙しくガッツリ稼がせて頂きました。
合計
２３，０００円

幹 事 報 告
（１）今週の配布物
・週報 ・８月号月信
・会員増強アンケート資料
・ロータリーの友８月号
（２）幹事報告
・当クラブ９月１５日例会は休会となります。
（３）他クラブ例会変更のお知らせ
・高石ロータリークラブ
９月１９日（火）→休会
１０月１０日（火）→休会
例会場所（南海グリル）振替休日のため
・堺おおいずみロータリークラブ
9 月 20 日（水）→定款第 6 条第１節により休会
2017-18 年度版「広報誌 ＲＯＴＡＲＹ
（一般向け／会員勧誘用）
」を発行しました
2017 年 08 月 22 日更新【編集部より】
ロータリーの公共イメージ向上のため、一般向け、会員勧誘用の広報誌を常に最新版に
改訂し、製作しております。
一般向け「世界と日本」
（第 10 版）は、ロータリーの国際的な活動の紹介と、日本のロ
ータリークラブの活動を写真中心に紹介。ロータリーをもっと知ってもらうためのツー
ルです。１セット（10 冊）定価 500 円＋消費税（送料別）です。
会員勧誘用「あなたも新しい風に」
（第 9 版）は、ロータリアンになったら実際にどの
ような活動をするのか？ という視点で、例会・出席や職業奉仕について紹介。会員候
補者にロータリーを知ってもらうためのツールです。１セット（5 冊）定価 400 円＋消
費税（送料別）です。
ご案内状のダウンロードはこちら → → order_pub.pdf
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2018-19 年度ロータリー年度会長にバリー・ラシン氏が選ばれる
会長指名委員会は、2018-19 年度国際ロータリー会長に、
イーストナッソー・ロータリークラブ（バハマ、ニュープロビデンス島）
所属のバリー・ラシン氏を選出しました。対抗候補者がいない
場合、同氏は 2017 年 9 月 1 日に会長エレクトとして宣言されます。
ラシン氏は会長として、公共イメージの向上と、ロータリーの
インパクトを広げるためのデジタルツールの活用に力を入れたいと
考えています。
「ロータリークラブが行っている良いことを知っている人なら、それに加わりたいと思うでしょう。
関心のあるすべての人がロータリーの使命を支える活動に参加できるよう、参加や入会を促
進する新しい方法を考えなければなりません」とラシン氏。「ロータリーの可視性を高めれば、
より多くの人に入会の魅力を伝え、世界中で多くの良いことを実現しているこの会員制組織を
支えることができます」
フロリダ大学で保健・病院運営の MBA を取得し、医療教育機関である American College of
Healthcare Executives でバハマ初の特別研究員となりました。院長として 37 年間務めた医療機
関 Doctors Hospital Health System を最近退職し、現在は顧問を務めています。全米病院協会
の生涯会員で、Quality Council of the Bahamas、Health Education Council、Employer’s Confederation
など複数の団体の理事・委員長も務めました。
1980 年にロータリー入会。RI 理事を経て、現在はロータリー財団管理委員会の副管理委員
長を務めています。また、RI 研修リーダーと K.R. ラビンドラン 2015‐16 年度 RI 会長のエイドも
経験しました。
ロータリー最高の賞である RI 超我の奉仕賞のほか、2010 年ハイチ地震後のロータリーによる
災害救援活動を統率したことにより多くの人道賞を受賞しています。また、エスター夫人ととも
に、ロータリー財団のメジャードナー、遺贈友の会会員でもあります。
ラシン氏は今回、ロータリー会長エレクトとして今年 7 月に就任し、その 2 週間後に逝去され
たサム・オオリ氏に代わり選出されました。
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