
 - 1 - 

前回の例会  

2018年 4月 6日(金)第 1792回 

卓 話「ロータリー雑誌フォーラム」 

卓話者 中川 澄 広報委員長 

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 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い(4月度) 

坂田兼則会員(2日)城岡陽志会員(19日) 

三上美江様(14日)山中加須美様(23日) 

池永智恵子様(29日) 

〇結婚記念祝い(4月度） 

堀畑好秀会員( 9日)嶽盛和三会員(14日) 

笹山悦夫会員(15日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

2018年 4月 13日第 1792号 

 

2018年 4月 13日(金)第 1793回 

卓 話 「今後の国際奉仕について」 

卓話者 2017-18年度  

ＲＩ第 2640地区 国際奉仕委員長  

中野 一郎 様（堺清陵ＲＣ） 

紹介者 宇瀨 治夫 会員 

今週の歌 「それでこそロータリー」 

「荒城の月」 

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（４月度） 

 米澤邦明会員（第６回） 

 中川 澄会員（第８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 

 

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 

 

2018年 4月 20日(金)第 1794回 

卓 話 「 不動産 土地の表示 」 

卓話者  坂田 兼則 会員 

 

 

＜4月 6日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            15名 
欠席会員              13名 
ゲスト            0名 

 ビジター           1 名 
2 月 16日(金)の出席率     85.71％ 
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「ロータリー雑誌フォーラム」 

広報委員長 中川 澄  

 

広報というものを考えると

き、誰に向かってどのような

目的で広報するのかが重要で

はないかと考えています。 

現在、当クラブが関係するロ

ータリークラブの広報手段は、①ロータリーの

友、②週報、③当クラブホームページです。 

①は、ロータリー外部に向かって発信することは

あまり想定せず、ロータリークラブの会員相互の

情報交換、勉強のためのものだそうですので、ど

のような記事をどのように組んでいくのかはある

意味わかりやすいように思います。 

②は、現在、どのように考えるのか少し難しいか

と思っています。以前は、あまり外部者が読むこ

とを想定していなかったのではないかと思います

が、現在は、毎号、全文が当クラブのホームペー

ジにアップロードされ、世界中誰でも当クラブの

週報を見られる状態です。例えば、ニコニコ箱

は、同じクラブの仲間にちょっと良いことがあっ

たことを知ってもらい、一緒に喜んでほしいとい

う趣旨でコメントが書かれることが多いと思いま

すが、そこで書かれることはごく個人的なものも

多いです。これが世界中の目に触れるのが良いの

かどうか。例えば、ニコニコ箱にコメントを寄せ

た個人が「週報にコメントを掲載してほしくな

い」と希望したら、それに沿った取扱を認めても

よいのではないでしょうか。一度、理事会でもご

審議頂きますようお願い致します。 

 

 

 

会長 辰 正博 

 

 今週は色々な学校で入学式、

そして会社では入社式が行われ

ています。そこで今回はそのお

話しをしたいと思います。 

日本では4月のイベントと言えば、桜の花咲く

頃に行われる学校への入学式のイメージが強いと

思いますが、世界的に見れば4月に入学をする所

は以外にも少なく、一番多いのはアメリカ、イギ

リス、フランスなどのヨーロッパや中国などの９

月となっています。 

また式の内容も全然違っていて日本では厳粛に

入学式が進められますが、外国では入学式自体が

なくいきなり授業が開始されるところも多いよう

です。逆に卒業式の方が派手にする所もありま

す。 

日本は江戸時代に学校の元になった寺子屋、私

塾、藩校などがありましたが、当時は随時入学が

可能でした。その後明治時代になり日本も西洋教

育に学び高等学校は９月入学で開始されていまし

た。 

ところが当時の富国強兵政策に基づき国家が運営

されていくにつれて明治の１９年頃に国の会計制

度が４月からに変更され、また兵隊の募集開始も

４月になったことで師範学校、小学校から4月入

学に変更され大正には大学まで４月の入学に変更

されました。 

最近では東京銀座の泰明小学校ではアルマーニ

の制服を導入して話題になりましたが、関係の無

い通行人から服をつままれたりしているらしいで

す。小学校は本日が入学式で警察官などを２０人

ほど配置しての式を行うらしいです。 

最近はやりの学校の差別化の一環とはいえ話題に

なって大変な事です。 

また入社式も世界でも日本だけのイベントと言わ

れており、外国では随時、新入社員を雇っていく

方式が多いようです。 

日本の入社式も基本は厳粛に進められるのです

が、中には面白い入社式もあります。 

靴紐メーカーの会社では新入社員と先輩社員が 

お互いの靴を磨く入社式をおこなったり、鉛筆メ

ーカーでは新しい鉛筆を削り、数年先の自分に向

けてのメッセージカードを書くと言う入社式をお

こなっています。 

今年も全国の大卒者の人が多数、社会に巣立っ

て行きます。 

これからの社会を支えていく各世代の方々には頑

張って頂きたいと思います。 

堺北ロータリーでも早く新会員の入会式を行える

ように期待しています。 

会長の時間 

卓  話 
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会員増強委員会 

「拡大例会」を終えて 

会員増強委員長 嶽盛 和三 

（代読：藤永 誉 委員） 

 

当クラブでは、会員増強委員会

主催にて 3月30日午後6時よ

り、会員のご友人、また入会を勧

めたい方を例会にお招きし、拡大

例会を開催いたしました。 

 これは、クラブの活性化を促

進し、マンネリ化を防ぐこと、そして最大の目的

は、入会者の発掘です。 

 当日は、会員25名、お客さま 12名、奨学生、

事務局員を合わせ総勢40数名の出席を戴き、盛会

に催すことが出来ました。 

 会員獲得に繋げることが出来るかは不明です

が、行動を起こすことが大切です。 

 クラブの魅力を、外部に発信し、入会者を一人

でも増強出来ればと、考えております。 

 会員増強委員会の皆様方、ご協力をいただきま

した会員の皆様方には感謝申し上げます。 

 

 

社会奉仕委員会 

「春の交通安全運動」中止のお知らせ 

社会奉仕委員長 塩見 守 

 

本日例会終了後 15：00～合同

庁舎前にて、春の交通安全運動

に参加予定でしたが、先ほど堺

市より、雨天により中止との連

絡をいただきました。 

また次回ご協力の程お願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

辰 正博会員 ようこそ沖中様おいでいただきま 

した。ありがとうございます。 

國井 豊会員 4月1日・2日と富士山へ行って来 

ました。2日間富士山がよく見え、 

桜もほんとうにきれいでした。家族 

サービスも必要ですね。 

藤永 誉会員 ゴルフの罰金です。 

            合計  ５，０００円 

 

 

 

 

・本日の配布物 週報 

 

 

 

       

第１０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９名出席により理事会成立 

議 案   

１．堺９RC連絡会・・・確認 

２. 定款細則変更の件・・・承認 

３. 自転車前カゴのひったくり防止カバーの協力 

について 

・基金より前回と同額程度 寄付することで 

承認 

４.その他 

・ニコニコでHPにコメントを載せないことを 

認める 

   

 

３月度 堺９ＲＣ連絡会 

日時：平成３０年３月１６日（金） 

場所：天兆閣別館４階「ローズ」   

＜議 案＞   

１. 次期ガバナー補佐・各クラブ会長エレクト自己 

紹介    

Ｓ Ａ Ａ 

Gatu 

委員会報告 

幹 事 報 告 

Gatu 

そ の 他 
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 寺﨑次期ガバナー補佐はじめ会長エレクト、副会  

長の自己紹介    

２. ガバナー補佐挨拶(上松瀬ガバナー補佐）  

 別紙の通り    

３. ＲＬＩの件（上松瀬ガバナー補佐） 

 堺南RC１名、堺清陵 RC１名、堺中RC４名、 

堺東RC２名の参加    

４. 堺9RC連絡会会場の件    

 次年度に一任    

５. その他    

・４月５月の会長エレクト出席は、次期幹事の代行 

出席可とする    

・「堺かるた大会」の件（堺清陵 RC)   

  昨年11月度の会長幹事連絡会に於いてご案内 

 しました「堺かるた大会」ご協賛の呼び掛けは、 

残念ながら印刷期限に間に合わず、堺９RC皆様の  

お気持ちを活かす事が出来ませんでした。 

今回は充分な時間を頂いており、皆様のご理解と 

ご協力のもと、これからの堺の若き世代に郷土愛 

を育む活動として永続的に取り組んでこれから 

の堺の若き世代に郷土愛を育む活動として永続 

的に取り組んで行きたいものです。 

６. 次回連絡会開催ご案内（堺北 RC）   

日 時／平成30年4月20日(金)14：30～    

場 所／天兆閣別館4F「ローズ」にて 

ホスト／堺北ＲＣ  

 

 

 

 

「今日もまた  

元気をもらえた 例会場」 

出席委員会副委員長 塩見 守 
 

今週の歌「荒城の月」 

春高楼（こうろう）の 花の宴（えん） 

巡る盃（さかづき） 影さして 

千代の松が枝（え） 分け出でし 

昔の光 今いずこ 

 

ガバナー事務所より 

月信４月号の文言追加についてのお願い 

 

 月信４月号①頁目 １．新会員地区研修会（第

３回）開催について において印刷時のミスで、

以下のような誤りが発生しています。 

訂正をお願いいたします。 

 

《 誤 》  

 なお、参加者全員に、修了証とパンフレット

「今 

 

《 正 》  

 なお、参加者全員に、修了証とパンフレット

「今日からロータリアン」を配布させていただ 

きました。  

4月会員・奥様誕生祝い 代表 池永会員 

4月結婚記念祝い 代表 堀畑会員 

 


