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本日の例会

前回の例会
2018 年 9 月 14 日(金)第 1810 回
「 ガバナー公式訪問 」

2018 年 9 月 28 日（金）第 1811 回

時間

RI 第 2640 地区ガバナー

卓 話 「 今年度の国際奉仕活動 」
卓話者 RI 第 2640 地区国際奉仕委員長

樫畑 直尚 様（和歌山 RC）
今週の歌 「日も風も星も」
「堺北ＲＣの歌」

中野 一郎 様（堺清陵 RC）
紹介者

「遠くへ行きたい」

池永 隆昭 会員

お客様紹介

今週の歌 「R-O-T-A-R-Y」

・RI 第 2640 地区ガバナー

「見上げてごらん夜の星を」
お客様紹介・出席報告・

樫畑直尚様

・

〃

地区代表幹事 山本進三様

・

〃

ガバナー補佐 寺﨑勝彦様

・プラダン・アデティア様

会長の時間・委員会報告・

出席報告・会長の時間

幹事報告・ＳＡＡ報告

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告
〇皆出席表彰 (９月)
坂田兼則会員（第１２回）

次週の例会

＜9 月 14 日(金)の出席報告＞
会 員 数
29 名
出席会員
22 名
欠席会員
7名
ゲスト
2名
ビジター
3名
8 月 24 日(金)の出席率
89.66％

2018 年 10 月 5 日（金）第
時間 1812 回
卓 話 「 職業奉仕月間フォーラム 」
卓話者

職業奉仕委員長 那須 宗弘

2018-19 年度 国際ロータリーのテーマ

「インスピレーションになろう」
国際ロータリー会長 バリー・ラシン（バハマ国・イーストナッソーRC）
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世界を築きたいと思うのなら、その（組織を構成す

卓 話

る）会員を大事にしなければならない…」
。バリー・
ラシン会長の掲げるテーマ「インスピレーションに

国際ロータリー第 2640 地区

なろう」は、拡大・増強にも当て嵌まる言葉です。

2018-19 年度ガバナー 樫畑直尚様

ひらめきや気付きの機会は、きっとマンネリ化した
雰囲気に一石を投じることになるでしょう。

今年度、国際ロータリーのテー
マは、ご存知の通り「インスピレ

我が国のロータリークラブ会員の減少ですが、

ーションになろう」であり、私は

1996 年のピーク時には約１３万人であったのが、
現

地区のスローガンを「ロータリー

在は約９万人と３割以上の減少となっています。当

クラブを楽しもう」と致しました。

地区においては深刻で、1996 年の約 4 千人に比べ
ると会員数は半減し 1 千９百人となっています。情

私たちの地区では、地方経済の衰退、人口減少や

熱を注がれ歴史を重ねてきたクラブでさえ、惜しい

高齢化が顕在化し、そして不幸な事に長期の混乱が

ことに会員減少が理由でいくつも失ってきました。

続きました。一方で、この間も、国際ロータリーや

会員増強や退会防止に、即効性、特効性のある処方

日本の各地区のロータリーは、かつての私たちがそ

はないかも知れません。しかし、次世代においても

うであったように進化を続け、社会変化への環境適

「持続可能なクラブ」を作ることが大事だと思うな

応力をさらに増しています。比較して思うに、この

ら、有効だと思われるすべての手段を投入したとし

間、私たちは多くを失いました。クラブ、会員数、

てもその価値はあろうかと思います。

公共イメージ、そして私たち会員同士が世界とつな
がる「Connect」力。

しかし、処方に知恵を出し合うにしても、会員で
あることの「楽しみ」がなければ、当人には会員で

その脈絡で捉えると、今年度、私と私たち地区の

あることの魅力はありません。根本は、ロータリー

仲間に与えられた役割は、将来にわたって持続可能

クラブを楽しめるか、楽しめないかにあるのではな

なクラブ作りと、世界の仲間との連携で地歩を固め

いでしょうか。ロータリークラブの楽しみ方は、そ

ていく事だと思っています。

れこそ無限。しかし、会員がその楽しみ方に出会え

おりしも、１２０万人会員を擁する国際ロータリ

るかどうかは組織のあり方次第です。

ーの新しいキャンペーンは「世界を変える行動人」
。
私たちの年度から始まるキャンペーンでもあり、当

会長の時間

地区でも、世界の仲間としっかりと足並みを合わせ
て「世界を変える行動人」の浸透に努めて参る所存
です。

会長 澤井 久和

今年度、国際ロータリー会長のバリー・ラシン氏

皆様こんにちは。本日も例会

は、ロータリークラブの現状のロータリーについて

出席ありがとうございます。

こう述べています。
「ロータリーの会員数は、この２

樫畑ガバナー、山本地区代表

０年間ずっと成長しておらず、会員の高齢化が進ん

幹事、寺﨑ガバナー補佐、大変

でいる。活動を通じて変化をもたらすための知識や

お忙しい中、公式訪問ありがと

意欲を持たないクラブがあまりにも多いし、ロータ

うございます。本日は色々なア

リーが世界でどんな活動をしているのかを知らず、

ドバイス、貴重なお話をしていただく事を堺北メ

ロータリーと財団のプログラムを知らないクラブ、

ンバー一同期待しております。よろしくお願いい

参加方法がわからないクラブもある。ロータリーは

たします。

会員制組織であるのだから、奉仕活動を通じて良い
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今年度会長を務めさせて頂くことになり、再確

認といたしまして、今年度のテーマは「ロータリ

一斉に行われますが、当管内行事への参加者は、

ーを楽しむ！元気で！」と言い切りましたが、ま

当クラブのほか、次のとおりです。大原克則堺警

だまだ会員の皆様には上手く伝えることが出来

察署々長さまはじめ幹部の皆さま、各種団体とし

ず、又、上手く進行が出来ず、3 ヵ月に突入しまし

ては、堺交通安全協会、堺及北堺自家用自動車協

た。私は、滑舌も悪く、人前で話をすると言う事

会、堺地域交通安全活動推進委員協議会、自転車

は大変苦手であり、ご迷惑をお掛けしています。

駐車場整備センター、大仙西校区 三国丘校区 安

あと、9 ヵ月でなんとか最後まできっちり仕上げて

井校区 永彰校区 市校区の交通指導員の皆さま、

いきたいと思っております。

総勢 2 百名あまりの参加のもとで盛大に開催され

会員の皆様にはこれからも色々ご迷惑をお掛けし

ました。
開催場所は、堺市役所前市民広場が予定されて

ますが、ロータリーを楽しんでいただける事をお

おりましたが、あいにくの雨模様のため急きょ堺

約束します。

市役所 21 階展望台南広場に会場を移しての開催と

25 年ぶりの台風も去り、爪痕はまだまだありま

なりました。

すが、早く普段の生活に戻れるようお祈りしま

まず、開会式では、堺区々長さまのご挨拶から

す。

始まり、つづいて堺警察署々長さま、各種団体ご

いつも悪い事ばかり話していますが、今日は嫌な

代表さまのご挨拶のあと、団体役員皆さまのご紹

時、嫌な気分の時に、いかに楽しめるかの方法を

介があり、いよいよキャンペーンの始まりとなり

少しお伝えします。私のいつもしている事です。

ました。

やっと暑さもましになってきましたが、以前も話

今回も宝珠学園幼稚園の園児たち 50 数名の参加

させて頂きましたが、お金のかからない暑さの凌

により、交通信号や交通ルールなどについての交通

ぎ方、例を言いますと、打水、アイスで冷やす、

安全勉強会が行なわれました。女性警察官のやさし

デパートに入るなど、たまにこのようなことをす

い説明に、園児たちはもとより、私たち参加者も一

ると結構楽しくなります。

緒になって耳を傾けました。つづいて園児たち全員

また、北輪会ゴルフで言いましたら、雨の日のゴ

がそれぞれの楽器を手にしての演奏会、しばし甘い

ルフは、ほとんどの人は嫌だと思います。そんな

ムードにつつまれました。このあと、主催者を代表

時は、カッパを新調する、スプレー振りまくる。

して、堀畑好秀 堺交通安全協会副会長（当クラブ会

雨が続く季節には、傘を新しく買う。嫌なことを

員）より閉会のご挨拶がありましたが、この時点で

色々楽しくなるよう工夫してください。

雨も止んでいたため、堺市役所前においてビラ配り

最後に例会の時は、会長が何回舌を噛むか、また

を行ない、道行く人々への交通安全を訴えました。

話がバラバラになっている、など色々見つけて楽

今回は開始時に雨模様だったため、園児たちの商店

しんでください。

街での演奏行進が取り止めとなったことが残念で
した。

委員会報告

今回の会員参加者は、
「池田・奥野・國井・
笹山・塩見・嶽盛・中田・平野・藤永・堀畑・
山中・米澤・綿谷」の 13 名でした。ご参加いただ

時間
「秋の全国交通安全運動キャンペーンに参加」

いた皆さま、ご苦労さまでした。

広報委員会委員 池田茂雄
◎ 全国重点運動
・とびださない ぼくとままとの おやくそく

2018 年 9 月 21 日(金)午前 10 時
より「秋の全国交通安全運動キャ

・反射材 自分をアピール 防ぐ事故

ンペーン」が実施され堺北ロータ

・一杯で 消える未来と 消せぬ罪

リークラブから会員 13 名が参加し

・慌てるな 無理なすり抜け 事故のもと
◎ 大阪重点運動

ました。この交通安全運動は、9 月

・二輪車の交通事故防止

21 日(金)から 9 月 30 日(日)までの 10 日間、全国
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◎ スローガン

社会奉仕委員会

・子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者

「第３回 ＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」

の交通事故防止

社会奉仕副委員長 綿谷伸一

・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通
事故防止

９月度の「ダメ ゼッタイ」募金

・全ての座席のシートベルトとチャイルドシート

を行いました。今回は、中途障が

の正しい着用の徹底

い者作業所「麦の会共同作業所さ

・飲酒運転の根絶

ん」のクッキーです。
募金金額は、１３，３３３円でし
た。 皆様のご協力に感謝いたします。

囲碁大会準備委員会
「子ども囲碁フェスタ・堺」名刺広告協賛のお願い
大会準備委員長 宇瀨治夫
「第8 回子ども囲碁フェスタ・堺」
を開催するにあたり、会員の皆様に
は名刺広告のご協力と、またご友人
等にご協賛依頼をお願いいたした
く、どうぞ宜しくお願いいたします。
申込期限は 10 月 19 日（金）です。

SAA 報告
親睦活動委員会

会 員 一 同

「ファイヤーサイドミーティング・
永富久紀会員の歓迎会のご案内」

樫畑地区ガバナー、山本代表幹事、

時間
寺﨑地区ガバナー補佐、ようこそい
らっしゃいました。会員一同心より

親睦活動委員長 中田 学

歓迎いたします。
これからもご指導よろしくお願い

下記の通り、ファイヤーサイドミ

いたします。

ーティングと、7 月にご入会いただ

澤井久和会員 ガバナー、代表幹事、ガバナー補佐、

きました永富久紀会員の歓迎会を遅

本日はよろしくお願いいたします。

ればせながら開催させて頂きたく、

池田茂雄会員 樫畑ガバナーようこそお越しくだ

ご多忙中のところ恐れ入りますが、

さいました。ご指導のほど宜しくお

ご出席のほどよろしくお願い申し上げます。

願いいたします。

記

山中喜八郎会員 和歌山一の紳士をお迎えし、今日

日時： 平成 30 年 10 月 12 日（金）

はいい日ですね。

受付 18 時～ 点鐘 18 時 30 分～

宇瀨治夫会員 RI2640 地区ガバナー樫畑様ようこ

場所： 南海グリル天兆閣別館 4 階「ローズ」

そ！

（通常の例会場です）

9 月 8 日天野山 GC 北輪会ゴルフコン

会費： 正会員２，０００円 準会員６０００円

ペ優勝しました。ハンデのおかげで
す。ありがとうございました。
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その他

城岡陽志会員 関空のトラブルで中国出張がダメ
になり、予定に穴があき、ゴルフ三

「事務職員研修会のご報告」
時間 坂上香里
事務局員
開催日：平成 30 年 9 月 1 日（土）
受付：13：00～ 開会 13：30 閉会：16：00
場所：ルミエール華月殿 5 階
（和歌山市屋形町 2 丁）
内 容：・ロータリークラブセントラル
・マイロータリーの利用方法について
参加者：地区内 69 クラブ中 46 名出席
講師：地区ＩＴ委員会委員長 寺下卓様（海南東 RC）

昧です。
嶽盛和三会員 樫畑ガバナー公式訪問ありがとう
ございます。ご苦労様です。
2640 地区で最も素晴らしい事、全く
困った事を卓話の中で紹介願いま
す。
塩見 守会員 小西様、先日は大変お世話になりま
した。ご迷惑ばかりかける後輩で申
し訳ございません。

過日上記研修会に出席してまいりました。
地区では会員の皆さんが「My Rotary」にアカウ
ント登録することを推奨し、登録率 50％を目標に掲
げられています。只今当クラブでは会員 29 名のう
ち、6 名が登録、登録率 20.7％です。
事務局職員にとっては、
「My Rotary」より、会員情
報（入退会更新）
、半期報告書、人頭分担金の請求書
発行等、クラブ運営にとって現在不可欠なオンライ
ンシステムとなっていますが、会員の皆さんにもロ
ータリーの活動や地区・クラブ運営に必要な情報や
データを随時入手できる便利なシステムとして
「My Rotary」の登録を推奨されており、ガバナー
月信に各クラブの登録状況が毎月掲載されていま
す。

合計４２，０００円

幹事報告
（１） 配布物

時間

・週報
・ガバナー卓話資料
（２）当クラブ例会変更お知らせ
・10 月 12 日（金） 同日夜間例会
18：30～ （18：00～受付）
ファイヤーサイドミーティング・永富会員歓

「My Rotary」アカウント登録方法
Step:1（Step:1～3 を事務局員が行い登録のお手伝い）
“my.rotary.org”にアクセス、または“MY ROTARY”
で検索
Step:2
右上にある“アカウント登録”をクリック
Step:3
名前(半角アルファベット)・メールアドレスを入力
Step:4（Step:4～6 を会員さんが行う）
メールが届くので“アカウントを有効にする”のボタ
ンをクリック
Step:5
パスワード、秘密の質問の設定
Step:6
クラブの関係者ですか？〇はい/Remember Me に
チェック、“Sign In”のボタンをクリック 登録完
了！

迎会
於：南海グリル天兆閣別館 4F「ローズ」
・10 月 19 日（金）→10 月 25 日（木）
4 クラブ合同例会へ変更
（堺南・堺東南・堺清陵・堺北 RC）
18：00～20：30
於：アゴーラリージェンシー堺 3F 利休 2
タイ国 RC より 19 名のお客様がご来会されま
す。
・10 月 26 日（金）
→10 月 27 日（土）
・10 月 28 日（日）
地区大会へ例会変更
於：ホテルグランヴィア和歌山
10 月 27 日（土）13：30 開会
タイ国ノンケーム RC 礒部寿一氏のご講演
10 月 28 日（日）13：00 開会

あと、
「ロータリー・クラブセントラル」にアクセス
し、前以て会長、幹事とご相談したクラブ目標値（寄
付目標、会員増強目標など 31 項目）の入力を行い
ました。このクラブセントラルでの入力を毎年度き
ちんと行うことでクラブの健康チェックが行える

記念講演 水野正人氏
＊10 月は例会変更が多くございますので、お間
違いなきようご出席のほどお願いいたします。
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ようです。
また「My Rotary」より「行動する」の中の「ロ
ータリーショーケース」では、地元や海外のクラブ
の活動の数々を知ることができますし、自クラブの
プロジェクトを掲載し、世界中のロータリーにも発
信できます。クラブホームページ掲載ももちろんで
すが、大きな活動の折には、会長、幹事、委員長と
ご相談し、この「ロータリーショーケース」にも掲
載していきたいと思いました。
以上、簡単ではございますが、ご報告いたします。
＊「My Rotary」登録にご関心のある会員様は事
務局までお申し出ください。

今週の歌
「見上げてごらん夜の星を」
歌 ：坂本 九
作詞：永 六輔
作曲：いずみたく

見上げてごらん夜の星を
小さな星の 小さな光が
ささやかな幸せをうたってる
見上げてごらん夜の星を
ボクらのように名もない星が
ささやかな幸せを祈ってる
手をつなごうボクと
おいかけよう夢を
二人なら 苦しくなんかないさ

ガバナー公式訪問でのスナップ

見上げてごらん夜の星を
小さな星の 小さな光が
ささやかな幸せをうたってる
見上げてごらん夜の星を
ボクらのように名もない星が
ささやかな幸せを祈ってる
会員一同拍手で樫畑ガバナーをお出迎え

樫畑ガバナーを囲んで記念撮影
ド米
ゥ山
ア奨
ン学
・金
テ授
ィ与

(

坂皆
田出
兼席
則表
会彰
員９
（
第月
１度
２
回
）

(

)

フ９
ォ月
ン度
さ
ん

)

-6-

