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前回の例会 

2018年 2月 2日(金)第 1783回 

卓 話 「会員増強のための 

拡大例会について」 

卓話者 会員増強委員長 嶽盛和三 

今週の歌「君が代」「奉仕の理想」 

    「バースデイソング」 

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 

〇会員・奥様誕生祝い(２月度) 

山中喜八郎会員(7日)藤永誉会員(14日) 

 池永隆昭会員(14日)辰 正博会員(23日) 

 池田茂雄会員(26日)笹山 恭子様(2日) 

〇結婚記念祝い（２月度） 

 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

2018年 2月 9日第 1783号 

2018年 2月 9日(金)第 1784回 

「第２回クラブアッセンブリー」 

        今年度委員会委員長 

今週の歌「奉仕の理想」「ペチカ」 

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(２月度) 

 中田 学会員（第１５回目） 

 

 

 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 

 

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：嶽盛和三 

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 

 

2018年 2月 16日(金)第 1785回 

卓 話 「未定」 

卓話者 國井 豊 会員 

   

  

  

 

＜2月 2日(金)の出席報告＞ 

会 員 数            28名 

出席会員            19名 

欠席会員               9名 

  ゲスト            0名 

  ビジター           0名 

11月 19日(日)の出席率   90.32％ 

 

今週の歌 「ペチカ」 

雪のふる夜は たのしいペチカ 

ペチカ燃えろよ お話しましょ 

むかしむかしよ 燃えろよペチカ 
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「会員増強のための拡大例会について」 

会員増強委員長 嶽盛和三 

 

拡大例会へお誘いのお願い 

ロータリー活動にご尽力賜りありがとうございます。 

例会に於きまして、ご案内いたしております外部の方をお誘いしての拡大例会ですが、

いよいよ来月に迫ってまいりました。 

せっかく異業種の方々にお集まりいただくのですから、和気藹々お食事、お酒をいただ

きながら、交流を深めていただける場として準備を進めております。 

この機会に、皆様の身近にいらっしゃる日頃よりロータリーにお誘いしたいと思ってい

た方、ロータリーにご関心ありそうな方等に是非お声掛けをお願いいたします。 

次週９日の例会にて、お誘い用のパンフレット・ご案内等を準備しております。各自お

持ち帰りいただきまして、ご協力賜りますようお願いいたします。 

ご来会いただけますお客様には、準備の都合上お手数ですが、３月９日までに同封の申

し込み用紙にご記入の上、事務局へFAXでご返信下さい。 

ご紹介の会員より事務局へ直接手渡していただいても構いません。 

この企画は会員全員が一丸となって取り組んでいただきたく、どうか皆様のご参加、ご

協力のほどお願い申し上げます。 

記 

日 時 ：２０１８年３月３０日（金） 開会１８：００（受付１７：３０～） 

会 場 ：「天兆閣」別館４階 「ローズ」 

定 員 ：６０名（会員、お客様合わせて） 

会 費 ：会 員 ２，０００円 

     お客様 無 料 

 

 

 

会長 辰 正博 

 

本日は最近よくニュースになっているコインチェック社の５８０億円分の仮想通貨の

盗難で話題になっている、ネットの通貨についてお話ししたいと思います。 

最近では有名デパートでも取り扱いがある仮想通貨ですが、この世に出始めたのは１

０年ほど前ぐらいだと言われています。 

私が日頃使用する貨幣は円、ドル、元、ウォンなど基本はそれぞれの国の銀行が発行す

るものであり、その価値はそれぞれの国が保証するものであります、そのため国の財政

や内政が貨幣はニュースなどで良く見る貿易の収支、取引相手国の政策、大企業の赤

字、あげくに自然災害などでも 

激しく変化します。 

それに対して仮想通貨という物は基本、特定の国や機関に依存しない世界中のネットワ

会長の時間 

卓   話 
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ークにつながったパソコンなどで分散管理で運営されるので、それらの影響を受けにく

いと言われています。またその運用はネットにアクセス出来れば 

どこでも同じように行えるので、世界のどこでも使用するにあたってその国の貨幣への

両替や銀行の手続きのような手間も時間もかかりませんので便利です。このように一見

便利な仮想通貨にもいろいろ問題はあります。 

それは最初にお話ししたように、管理する取引所の対応によっては一瞬で通貨が盗難さ

れると言う事です。電子データなので持ち運びする必要さえないのです。そして一度盗

難された貨幣は基本返却される事がありません、あくまで他の人が使用できないように

監視するのが現在の限界なのです。あと税務上は雑所得あつかいなので利益確定をする

と所得税に含まれ最高で４５％は税金がかかると言われます。また後日の損益と相殺も

できません。また貨幣の性質上、偽造防止などのブロックチェインなどのデジタル暗号

化技術などの導入の為に通常の貨幣より取引に高い匿名性がある為にマネーロンダリン

グなどの資金洗浄やダークネットと言われる悪事に利用されたり、また国では管理でき

ない税金処理などの問題もあります。 

また、現在では開始当時にはピザ２枚を購入するのに必要だったコインの価値が現在で

は１００億円以上と言うふうに貨幣価値の急激な上昇のせいで、現在では投機目的の人

たちが貨幣を使用する為でなく、価値をつり上げて売り抜けを目論む為に数多く参加し

ている危険な状態となっています。最近、世界ではそれらの危険を感じ、取引の規制な

どに乗り出す国が増えてきました、そして日本も今回の盗難事件で甘かった仮想貨幣へ

の対応が変わるかもしれません。 

しかし、世界的には大銀行も連係して仮想通貨を立ち上げたりしており、貨幣の電子化

は避けられないのかもしれません。 

いつかは私たちの生活にもっと密接になるかもしれないものになるかもしれませんが、

ご利用目的以外のたとえば資産運用とかで手を出す時はお気をつけください。 

 

 

 

 

会員増強委員会  

「委員会議事録」 

会員増強委員長 嶽盛和三 

 

開催日：平成 30年2月5日 18：00～ 

場  所：すし亭幹 

出席者：城岡 堀畑 山中 中田 塩見 藤永 嶽盛 

オブザーバー：綿谷 計８名出席 

 

会議の冒頭に、山中パストガバナー補佐より、次のような意見をいただき会議を始めま

した。 

 拡大例会の成功にむけて、堺北ロータリークラブが一つにまとまることが大切です。

会員全員で力を合わせて協力しましょう。特にベテランの会員さんの活躍を期待します。

若い人達にベテランの姿を見せましょう。 

・拡大例会成功に向けての取り組みとして、例会の度に、委員会報告の時間をいただき、

委員会報告 
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会員にお客様の招待をお願いする。（最低、会員１人でお客様１人をお連れすることなど） 

・参加申込み書を、お連れ出来る人から、早めに提出していただき例会の度に現況を報

告する。 

・プログラム中、クラブ活動紹介（スライドショー）については、各委員長からの紹介

か、制作者（藤永）より通しでの紹介でどうか？（時間の関係で）また出来上がり次第、

委員会にてリハーサルを行う。 

・お客様にはネームプレートを付けていただく。 

・次週２月９日にお客様への案内状セットを配布する。２３日までに各委員会の写真を

整理してスライドショーの準備を行う。 

・最終のプログラムについては、３月中旬を目途に作成する。 

 

 

社会奉仕委員会 

｢仁徳天皇陵｣清掃奉仕のご案内 

社会奉仕委員長 塩見守 

  

 皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて本年度も恒例になりました仁徳天皇陵の清掃奉仕「仁徳稜をまもり隊」を下記要

領にて実施いたしたく、何かとご多忙のこととは存じますが、ご参加、ご協力のほど宜

しくお願い申し上げます。 

 

記 

日時：３月１１日（日）午前９：３０～  

集合場所：仁徳天皇陵正面拝所前 （駐車場） 

集合時間：午前 ９：１５ 

服装：ロータリーメンバーはいつものジャンバ－・帽子・家族のかたは自由です。 

持参する物：特に必要なし 道具等は社会奉仕委員会で用意致します。 

※雨天等の関係で中止の場合、参加予定者の皆様に当方（塩見）より午前７：５０頃ま

でにご連絡いたします。当日の件でのお問い合わせは 

携帯 090-1964-2877（塩見）までお願いいたします。 

尚、雨天中止の場合には次回予定が３月１８日（日）となります。当日はメ－キャップ

扱いと致します。 

※清掃後の昼食の参加・不参加もお知らせください。 

 

 

グルメの会 

「親睦委員会＆グルメの会」ご案内 

～天然河豚を老舗料亭で味わう～ 

グルメの会世話人 木畑 清 

 

皆様におかれましては、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。 

この度、親睦活動委員会とグルメの会で下記の通り、企画いたしましたので、ご家族お
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誘いの上、ご参加くださいますようお願いいたします。 

まずは、ご案内かたがたお知らせまで。 

記 

日  時 :２月２３日（金）１８：３０～ 

場  所 :日本料理 もち月 一味庵 堺市堺区大町東1-2-3 

      TEL 072-232-0362 

会  費 : 12,000円（会員、並びに御家族） 

 

 

その他 

第６回ゆめ・チャレ（子ども仕事体験）募金の呼びかけ 

呼びかけ人 中川 澄 

 

昨年１０月２０日の例会で、奥野圭作会員のご紹介により、大阪府立堺工科高等学校の

保田光徳先生に「地域と産学協同の教育と町づくり」の卓題で卓話頂いたことはご記憶

に新しいかと存じます。 

奥野晴明堂のご協力により線香を開発して被災地に届けた話など、興味深いお話がたく

さんありましたが、中でも、毎年山之口商店街で開催される 

「ゆめ・チャレ」については、卓話を聞いた多くの会員から「すばらしい企画だ」「何か

協力できないか」との声が上がっておりました。 

「ゆめ・チャレ」は、堺市在住の小学生対象のイベントであり、「プロの指導のもと、堺

工科高校定時制の生徒がサポートをし、様々な種類の仕事が体験できる。給料として疑

似通貨（ユーメ）がもらえる。疑似通貨（ユーメ）により指定の場所で買い物ができる」

というもので、毎年、定員の２倍、３倍の子どもが応募する人気企画です。仕事を体験

する小学生にとっては「仕事」について考える良いきっかけになり、小学生をサポート

する堺工科高校定時制の生徒さんにとっては企画を作り上げる喜び、人の役に立つこと

を実感できる喜びを感じる機会になり、また、地元商店街のにぎわい創出の機会にもな

ります。 

今年も、第６回ゆめ・チャレが来たる２月４日に開催されるとのことです。 

そこで、この企画を応援したいとお考えの方がいらっしゃいましたら、募金袋を回させ

て頂きますので、賛助金をお入れ頂きますようお願い致します。お預かりした賛助金は、

奥野圭作会員を通じ、大阪府立堺工科高等学校へお渡ししたいと考えております。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

追記：たくさんの賛助金を頂き、誠に有難うございました。奥野会員より保田先生にお

渡し頂きました。 

 

 

 

 

辰 正博会員 嶽盛さん卓話宜しくお願いします。 

中田 学会員 木畑さんご無事で。 

嶽盛和三会員 来る３月３０日(金)拡大例会には、各会員様には必ずお一人のお客様 

をお連れ下さるようお願い致します。 

Ｓ Ａ Ａ 
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木畑 清会員 2ヶ月間勝手しました。リハビリ頑張ります。 

澤井久和会員 言われる前に言います。頭のテッペンが薄くなってまいりました。ハゲ 

の仲間入りかも 

米澤邦明会員 嬉しい事。１．木畑さん復活 

       ２．大阪に雪が降らない事  

３．４．５特になし 

中川 澄会員 皆様、夢チャレ賛助金へのご協力有難うございます。 

笹山悦夫会員 妻の誕生祝い有難うございます。 

                            合計  ２１，０００円 

 

 

 

 

第８回定例理事会 

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、（池田） 

計１２名中８名出席により理事会成立 

議 案   

１．堺９RC連絡会 確認 

２．友好クラブの件  

３月タイでの友好クラブ調印式でのサインを幹事か行うことを承認 

３．国際奉仕 タイ浄水器寄贈の件 

   図書及び浄水器の寄贈にかかる寄付金３０万円の送付を認可 

４．地区委員の件 地区から依頼がございます。 

地区ライラ副委員長 澤井久和会員 承認 

地区米山小委員 木畑清会員 体調面の事もあり保留 

５．3/１ ４クラブ合同例会について 

   上松瀬ガバナー補佐出席依頼をする事を確認 

６．春の旅行について 

  5/11(金)→5/12(土)に例会変更し行うことを承認 

 

１月度 堺９ＲＣ連絡会 

日時：平成３０年１月２２日（月）１４：３０～ 

場所：ホテル・アゴーラリージェンシー堺３F 

 

＜議 案＞ 

１．新春合同例会開催のお礼と収支報告（堺東南 RC） 

   ホストクラブである堺東南ロータリークラブより報告があり、満場一致で承認され

た。（各クラブにはメール送信済み） 

          

２．第８８回互輪会開催ご案内（堺東南 RC） 

  ホストクラブである堺東南ロータリークラブより案内あり。 

そ の 他 
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 （３月２９日 木曜日 天野山カントリークラブ。  

詳細は案内文書をご参照願います。各クラブにはメール送信済み ） 

   

３．上松瀬ガバナー補佐より。 

   岡本ガバナーが、新春合同例会開催並びに来賓としてお招きいただいたことに対し

て、本人より深謝の辞が有ったことが紹介された。 

   新春合同例会の様子は、ガバナー月信にて近々紹介される予定である。分区活動に

ついての一層の理解と推進ついての依頼。 

インターシティーミーティングの再開についても各クラブで協議して頂きたい。 

 

４．堺９RC連絡会の開催場所、費用負担についての 

再協議（堺南RC） 

  上松瀬ガバナー補佐よりご提案のあった同連絡会の開催費用負担の在り方について、    

今年度の方針固めるべく２月１５日の連絡会にて、各クラブで開催場所並びに開催

費用負担の具体案を検討して発表することとした。 

（連絡会の持続的な開催、公平性、現在の費用負担の状況等を踏まえて作成すること） 

 

５．ロータリー事務所移転検討にあたって（堺中 RC） 

  事務所移転の可能性がある場合、ホテル等のステイタスを考慮する必要があるのかと  

いう相談事項があった。 

 これに対しては、例会場所を特定していない事例や過去会員事務所を間借りしていた

事例、また現在商工会議所会議室等を例会場所としている事例等が紹介され、各ＲＣ

の裁量に任されることが確認された。 

   

６．３月度連絡会予定の変更について。（堺東 RC） 

  開催日時：３月１６日（金） 

１６：３０～連絡会 

       １８：００～懇親会  

場  所：南海グリル 天兆閣別館 

ホ ス ト：堺東ロータリークラブ 

出 席 者：連絡会メンバー並びに会長エレクト 

 

７．次回連絡会開催予定。 

   開催日時 ２月１５日（木）１６：００～ 

  場  所 サンパレス ３F 

  ホ ス ト 堺東南ロータリークラブ 
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ロータリー早分かり  
 

ロータリー： 世界120万人の会員から成るボランティアのネットワーク、ロータリーは、地域社会を支援する草 の

根の活動から、全世界でポリオを撲滅する国際的取り組みまで、200以上の国と地域にあるロータリークラ ブを中

心に奉仕活動しています。  

 

ロータリーはさらに、地域社会の人びとにもさまざまな奉仕の機会を提供しています。 

  

 インターアクト： 12～18歳の若者を対象としたグループで、ボランティア活動に参加して、国際理解を 深める 

ことを目指しています。現在、世界 133 カ国に 12,300 以上のインターアクトクラブがあります。  

クラブは、ロータリークラブがスポンサーとなって設立されます。  

  ローターアクト： 18～30 歳の若者を対象としたグループで、ボランティア活動を実施し、リーダーシッ プのス 

キルや職業に役立つ知識を学びながら活動しています。現在、世界 167 カ国に 8,000 以上の ローターア 

クトクラブがあります。クラブは、ロータリークラブがスポンサーとなって設立されます。  

  ロータリー地域社会共同隊（RCC）： ロータリークラブ会員以外の人びとが、地域社会のためにボラン ティア活 

動をするグループです。ロータリークラブがスポンサーとなって設立され、現在、世界80カ国 に 7,500以上 

の RCCがあります。 

  

ロータリーの会員について  

どんな人たち？  ロータリーでは、地域社会のために何かをしたいと考える人が集まり、仲間との親睦を楽し みな

がら、奉仕活動を行っています。ロータリーの会員は「ロータリアン」と呼ばれ、その職業は、医師や弁護 士、中小

企業の事業主など、実にさまざまです。それぞれの会員が知識とスキルを生かし、多角的な視野で 社会に貢献し

ています。 

 

クラブはどこに？  ハイチ、グリーンライド、ナイジェリア、シンガポール、そして日本にいたる世界の隅々にク ラブ

があり、真に国際的な多様性があります。現在、最もクラブが多い国は、米国、インド、日本、ブラジルで す。東南

アジアとアフリカでも、ロータリーが急成長しています。  

 

何をしている？  ロータリー会員は、世界中の地域社会で、持続的な変化をもたらす長期的な活動に力を注 いで

います。ロータリーが特に力を入れている分野は、平和と紛争解決、疾病予防と治療、水と衛生、母子 の健康、基

本的教育と識字率向上、経済と地域社会の発展です。  

  

ポリオ撲滅活動： ロータリーは、世界からポリオ（急性灰白髄炎）を撲滅するために、1985 年にポリオプラス を開

始。以来、ポリオ発症数は 99.9％減っており、撲滅が実現すれば、ポリオは天然痘に続いて人類史上 2 番目に

根絶される病となります。1988 年には、世界保健機関（WHO）、ユニセフ、米国疾病対策センター （CDC）と協力

し、世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）を発足。ポリオ撲滅は、現在もロータリーの最優先事項 です。ロータリーはこ

れまでに 17 億米ドル以上を投入しているほか、122 カ国の 25 億人以上の子どもに予 防接種を行うために多

大な時間を捧げてきました。ロータリーは、今後 3 年間で毎年 5,000 万ドルを集める ファンドレイジングを行って

います。ゲイツ財団とのパートナーシップにより、ロータリーからの 5,000 万ドルの 寄付に対して、2 倍の額の寄付

がゲイツ財団から上乗せされます。   


