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前回の例会 

2019年 7月 27日（土）第 1847回 

【例会変更】 ビア・パーティー 

   18：00～ （17：30～受付） 

於：スイスホテル南海大阪 7階「花桐」 

 

 

 

 

 

 

前々回の例会 

2019年 7月 19日（金）第 1846回 

卓 話 「デジタルガバメント実行計画」 

卓話者   田口 隆 会員 

今週の歌 「日も風も星も」「堺北 RCの歌」 

     「みかんの花咲く丘」 

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 

〇米山功労者 表彰 

 濵口正義会員（第 74回メジャードナー） 

 嶽盛和三会員（第 16回メジャードナー） 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 8月 2日第 1846号・第 1847号 

 

2019年 8月 2日（金）第 1848回 

卓 話  「会員増強フォーラム」 

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  

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)  永富 絹代様(17日) 

 

 

 

2019-20 年度 国際ロータリーのテーマ 

「ロータリーは世界をつなぐ」 

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー（米国・ディケーターRC） 

本日の例会 

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     : https://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)  ： 中野 均 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/nakano/  

E-mail ： nakano@rid2640g.com 
会長：木畑 清  幹事：中田 学  広報委員長：米澤邦明  編集者：國井 豊 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

2019年 8月 9日（金）第 1849回 

卓 話  「 寝
ね

 屋
や

 子
こ

 」 

卓話者  永富 久紀 会員   

＜7 月 19 日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30 名 
出席会員            21 名 
欠席会員               9 名 

  ゲスト             0 名 
  ビジター            0 名 
6 月 15 日(金)の出席率   100.00％ 

＜7 月 27 日(土)の出席報告＞ 
会 員 数            30 名 
出席会員            21 名 
欠席会員               9 名 

  ご家族            12 名 
  ファミリー会員         1 名 
7 月 5 日(金)の出席率    93.33％ 
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「 デジタルガバメント実行計画 」 

               会員 田口 隆  

  

 日本政府は法人設立時の届出印廃

止や、行政手続きでの捺印の見直し

を、積極的に進めるデジタルガバメ

ント実行計画を決めた。 

目標は100％デジタル化。 

２０１８年１月１６日政府が決定したデジタルガ

バメント実行計画は過去に政府が行ってきたイン

ターネットやIT技術を行政サービスに活用する、

デジタルで出来る事はデジタルでやる。 

法人印廃止は世界最高水準の為である。 

ネットを使ってペーパーレスにする。 

その障壁として、捺印（はんこ）が邪魔になる。 

登記事項証明書の添付省略も、実行する。 

そのために法人設立の印鑑届出を無くしたいとい

う意図。 

各種手続きでは、本人確認の上捺印を求める場合

が多く、オンライン化に当たっては電子的な確認

方法へ移行を目指すとしている。 

捺印に変わる方法としてはマイナンバーカード等

に用いた、電子署名、同カードに搭載された公的

個人認証、ペーパーレス化の阻害となる住民票や

戸籍謄本の写しを撤廃する。 

 ２０１８年１１月１４日 

 日本の印章制度と印章文化を維持発展させるこ

とを目的とした議員連盟が発足いたしました。 

目下、政府はデジタルガバメント実行計画によっ

て法人印登録の任意化、捺印廃止等を進めていま

す。 

早ければ来春通常国会に提出されます。 

今回の議員連盟の発足はそういった印鑑制度の危

機に対して、国会議員の有志が『待った』をかけ

る動きである。 

発足時での参加議員は衆議院、参議院合わせて５

０名を超えています。 

はんこ議員連盟も印章業界の働きかけにより、設

立されたものであるが、他業界に比べ票もお金も

細かい。 

零細業界の為にこれほどの顔ぶれが集まるだろう

か？ 

日本の印章制度を守るべきだと思う国会議員が立

ち上がったと、考えたい。 

 

自民党本部でのこと。 

デジタルファーストとか、コネクデッド・ワンス

トップとか政府側が出している書類は難解なカタ

カナが多い。 

なぜもっと分りやすくしないのか、印章業界の皆

さんは生き死をかけてここに来ている。 

自分達の生活が無くなるのではという危機感を持

っている。 

そういう人達に対して解りにくい資料を出すのは

非常に、不親切であり、不誠実である。 

年寄りの対応は無理。 

『電子証明書はパソコン上では専用のソウトウエ

アをインストールし、公開鍵と秘密鍵の照合によ

って本人確認をするしくみ。 

パソコン上でワードなどの電子文書をＰＤＦ形式

にする際にソフトウエアで大中を踏んで電子署名

を添付するというアクションを取り電子文書が改

ざん不能』と、セキュリティ性の高さを証明。 

 現在の法体系の中で、印鑑が果たしている役割

は大きい。 

法律の要であり、その重要性は大きい。 

今後、IT化の中でもその存在は大きい、時間をか

けてやるべきである。 

 役人に問う。安全を保障できるのか。 

デジタルビジネスをやっている若い人は違う感覚

を持っている。 

デジタルの証明書の方が偽造しにくく、暗号技術

もあって信頼できる。 国民が理解できるのか。 

印鑑が危ないと言うなら、電子証明書が絶対安全

だ、盗まれないと、あなたは保証できるのか。 

問題は全国民が理解出来るのか、セキュリティは

大丈夫なのか、 

大丈夫なはずはないですよね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話（7月 19日） 
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 会長 木畑 清 

 

 ロータリーの創始者、奉仕と友愛

の輪を世界に広めたポール・ハリス

氏についてお話します。彼は自分に

ついて語ることを好みませんでし

た。本人の意思により功績を称える

モニュメントを作ることを断りま

した。 

1868 年（慶応 4 年、明治元年）、米国ウイスコンシ

ン州に生まれました。しかし、3 才の時、父親が破

産し、バーモント州の祖父母（厳格なクリスチャン）

に育てられました。 

彼自身は自由奔放な少年で、学校を放校処分、大学

退学処分と多感な青春を送りました。 

祖父母が亡くなると、祖父の助言に従って、恩に報

いるため、弁護士資格を取得しました。 

人の役に立って、より人間を知ることが大切である

と考え、5年間の放浪の生活を送ります。 

新聞記者、舞台俳優、農園労働者、あらゆる従業員

等の仕事での見聞を通して視野を広げます。 

一生懸命な姿勢が信頼を得ます。 

5 年間という時を経て、ニューユークからシカゴに

戻りました。27才で弁護士生活をスタートさせ、生

活基盤を安定させましたが、孤独に感じる様になり

ました。 

いろんな職業同士データ集まり、信頼の上のビジネ

スが出来れば仕事もうまくいくと考え、友人 4人に

呼びかけました。 

集いは、各々の営業所を順に回ること、これが「ロ

ータリー」の語源となりました。1905年ポールハリ

ス30歳の時にシカゴにロータリーが誕生しました。 

組織の急成長の中、新しい理念を加えました。 

「友愛に基づいた奉仕の精神」が重要であると宣言

しました。40 才の時、結婚して家族を持った事で、

活動の機会が少なくなっていきました。イギリス、

アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、そ

して日本へも立ち寄りました。この時、米山梅吉に

会っています。しかし戦後すぐの 1947 年（昭和 22

年）に亡くなりました。78才でした。葬儀は遺言に

よって簡素に行い、記念碑のようなものは残されて

いません。奇しくもポールハリス氏と米山梅吉氏は

1868年の生まれで享年も同じでした。 

 

「会員総会報告」 

議長：会長 木畑 清  

日時：令和元年7月19日（金）於：例会場 

議案： 

1.2018-19年度 決算(案)の件・・・承認 

（塩見2018-19年度会計より報告、池田会計監事よ

り説明あり） 

 

会員数30 名、出席会員 21 名で、クラブ細則第5条

第 3節の規定により定足しており、会員総会は有効

に成立。上記議案、賛成多数で承認を得た。 

 

 

 

会長 木畑 清 

 

 本日は、令和時代初めてのビアパーティーにご出

席いただきましてありがとうございます。 

 心配していました台風も皆様方の願いで東に逸

れ、大変良かったです。 

 今日はうれしい事があります。 

それは、私と堺北との縁を結んでくれた親友 白木

君の息子さんが、第2部の司会をしていただく事で

す。大変感謝しますと共に、感激しています。楽し

く、笑いのあるひと時にしたいと思いますので、会

員並びにご家族の皆様のお世話を心からお願い申

し上げまして、例会の挨拶といたします。 

 

 

 

 

広報委員会 

「ロータリーの友７月号のご紹介」 

広報委員 國井 豊 

 

 ロータリーの友７月号の読みどこ

ろをご紹介いたします。是非ご一読

ください。 

【横組み】 

P7 RI会長メッセージ 

「ロータリーは世界をつなぐ」 

 マーク・ダニエル・マローニー 

会長の時間（7月 19日） 

 

時間 

 

委員会報告 

 

時間 

 

会長の時間（7月 27日） 

 

時間 
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  2019-20年度国際ロータリー会長 

P21 ガバナーの横顔 

 当地区 中野 均 ガバナーの紹介はP33 

P56 ポリオ「撲滅」からポリオ「根絶」に変わり 

 ます 

 時代の変化に合わせて、今後ロータリーでも

「撲滅」から「根絶」に変えています。 

P60 みんなで囲碁を楽しみませんか？ 

    －第18回ロータリー全国囲碁大会― 

   ロータリー囲碁同好会（GPFR） 

【縦組み】 

P15 復興支援！周防大島観光もりあげ隊 

   下関東 下本 一公 氏 

 山口県で3回に亘りメディアに取り上げられた   

 「周防大島」。1回目は 2歳の男児が3日間行方 

 不明になり、大分から駆け付けたスーパーボラ 

 ンティア尾畠さんが発見したこと。2回目は大阪 

 富田林署の留置所から脱走し、49日間逃亡した 

 犯人が身柄を確保された場所として。そして 3 

 回目は大島大橋に貨物船が衝突した事故。この 

 時、島の住民は断水で困っているということか 

 ら下関東RCは復興支援を行ったようです。 

 

 

社会奉仕委員会 

「第1回 ＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」 

           社会奉仕委員長 池永 隆昭 

 

7月度の「ダメ ゼッタイ」募金を

行いました。 

募金金額は、１５，５６８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 

   「第2回大会準備委員会 

         打ち合わせ会議のご案内 」 

大会準備委員長 宇瀨 治夫 

 

 標記の通り第 2回打合せ会議を開

催いたします。ご多用のところ恐れ

入りますが、皆様ご出席下さいます

よう、お願い申し上げます。 

 

記 

日時：令和元年8月9日（金）１８時３０分～ 

場所：すし亭「幹」 

出席予定者： 

 宇瀬・山田・北側・堀畑・池田・辰・池永・ 

 坂田・笹山・小西・塩見・城岡・中川・中田・ 

 藤永・米澤・綿谷・畑中 

議題： 

 ・役割分担について 

 ・今後の開催時期について 

 ・予算について 

 

 

４０周年記念事業委員会･新春合同例会準備委員会  

「合委員会開催のご報告」 

             議事録作成 塩見 守 

 

出席者：木畑・池田・山中・宇瀬・ 

 坂田・中田・北側・那須・中川・ 

 綿谷・藤永・笹山・池永・小西・ 

 塩見（合計１５名） 

議 案 

(１）記念事業内容・予算 

 会員、家族を中心に考えて、旅行を計画します。 

 対外的に記念式典は行います。 

 旅行と式典の両方を計画しますので、予算につい 

 ては、これから見積り等で決めていきます。 

(２）記念事業日程 

 ４０周年が10月8日（木）ですので、前の週末の 

 10月3日（土）か10月4日（日）のどちらかで、 

 会場との日程調整をしていきます。 

(３）記念事業準備委員 

 ４０周年時会長の山中会員に選出していただき 

 ます。 

 前回の委員会で、準備委員長は宇瀬会員、副委員 

 長は塩見会員で決定しております。 

(４）記念事業について 

 旅行と式典以外の記念事業として、桜の植樹の検 

 討をしていましたが、百舌鳥・古市古墳群 世界 

 遺産登録に伴い、場所の問題等、堀畑会員と北側 

 会員に確認をお願いしています。桜以外の記念事 

 業も検討していきます。 

(５）記念誌について 

 前回の委員会で、担当は池田会員と藤永会員で決 
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 定していましたが、二人では手が回りきれないと 

 思われますので、池田会員に何名か選出していた 

 だきます。 

(６）記念事業 その他 

 旅行・式典・記念誌・記念事業の担当を決めて、 

 内容と予算を考えていきたいと思います。 

(７）新春合同例会準備委員長・副委員長 選出 

 準備委員長は中田幹事に決定しました。副委員長 

 と準備委員については、中田準備委員長に選出し 

 ていただきます。 

(８）新春合同例会 アトラクションについて 

 中田準備委員長に一任します。 

(９）新春合同例会 その他 

 アトラクション等、新春合同例会について、ご意 

 見を募集しております。会員の皆様、ご協力よろ 

 しくお願いします。 

 

 

 

木畑 清 会員 田口会員、卓話楽しみにしています。 

那須宗弘会員 遅刻してすみません。  

坂田兼則会員 田口さん、卓話楽しみです。 

綿谷伸一会員 田口会員、卓話よろしく！ 

       塩見会員オフィシャル 15取得お目 

       出とうございます。 

中川 澄会員 藤永さん、畑中さん、ハニワキーホ 

       ルダーありがとうございます。 

嶽盛和三会員 田口さん卓話楽しみにしています。 

       中川先生大変お世話になります。 

永富久紀会員 今月で入会させて頂きましてから、 

       一年を迎えました。       

            合計 ２３，０００円 

 

◆米山特別寄付･･･濵口正義会員 

 

 

 

松岡 史子 様 何時もお世話に成ります。今日も

楽しい会、有難うございます。 

木畑 清 会員 親睦委員の皆様お世話になりま

す。 

那須宗弘会員 ビアパーティー開催ご苦労様でし

た。 

       今日は楽しまさせて頂きます。 

城岡陽志会員 暑いさなかにご無理言います。 

       中村博士の講演会の勧誘宜しく御

願いします。 

中田 学 会員 木畑年度最初の行事を祝して。 

辰 正博 会員 楽しんでください。 

嶽盛和三会員 ビアパーティー、ブラボー！ 

塩見 守 会員 ビアパーティーですが、お酒は控

えめにします。 

 合計 ３６，０００円 

 

 

 

 

 

  中村修二教授の講演会 ご協力のお願い 

 

 当クラブが後援しております花園大学同窓会 

(クラブ内通称 那須プロ)公開講演会へご友人、 

お知り合い等お誘いくださいますよう、ご協力 

よろしくお願いいたします。 

 日時：2019年 9月 27日（金） 

   開会/17：00 開演/18：00～20：00 

 会場：堺市産業振興センターイベントホール 

 入場料：２，０００円 （定員 800名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

時間 

 

SAA報告（7月 19日） 

 

時間 

 

SAA報告（7月 27日） 

 

時間 
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「開会の挨拶」 

親睦活動委員長 辰 正博 

          ビアパーティーに多数のご参加を   

        いただきまして、本当にありがとう 

        ございました。しばらくは暑い日が 

        続きますが、みなさま、お体に気を 

        つけていただき、ロータリー活動に 

        励んでください。 

        本日はありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

米山功労者 表彰 

   濵口正義会員（第74回メジャードナー） 
米山功労者 表彰 

   嶽盛和三会員（第16回メジャードナー） 

2019-2020年度 ビア・パーティー 
2019年 7月 27日（土） 於：スイスホテル南海大阪 

國井会員より乾杯の 
ご発声をいただきました 

第2部司会の白木会員  閉会の挨拶は中川副会長  

そよかちゃん 
もうＲＣ 
慣れたかな。。。 


