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前回の例会 

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年 8月 9日第 1848号 

 

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   

今週の歌  「それでこそロータリー」 

     「堺北ＲＣの歌」 

「ふじの山」 

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（８月度） 

 宇瀨治夫会員(第８回)  

 塩見 守会員(第７回) 

〇米山功労者 表彰 

 宇瀨治夫会員（第 3回マルチプル） 

 

 

 

 

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 23日（金）第 1850回 

卓 話  「 建築硝子について 」 

卓話者 セントラル硝子販売株式会社 

    西日本営業本部 特約店営業部 

     課長 中川 尚之 様 

紹介者 國井 豊 会員 

＊8月 16日(金)の例会は休会です。 

＜8 月 2 日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30 名 
出席会員            19 名 
欠席会員              11 名 

  ゲスト             0 名 
  ビジター            0 名 
7 月 12 日(金)の出席率    96.67％ 

今週の歌「ふじの山」 
 

  あたまを雲の上に出し 
  四方（しほう）の山を見おろして 
  かみなりさまを下にきく 
  ふじは日本一の山 
 
青空高くそびえたち 
からだに雪のきものきて 
かすみのすそを遠くひく 
ふじは日本一の山 
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「 会員増強フォーラム 」 

会員増強委員長 嶽盛 和三 

   

 今月は「会員増強・新クラブ結成推

進月間」です。今日は会員増強フォー

ラムをテーブル会議方式でフリートー

クにて意見交換を行いたいと思います。 

 

◎ガバナー月信8月号に中野均ガバナーよりメッ 

 セージとして 

1. クラブの健康チェックをして下さい 

 言い換えればクラブの現状の評価です。これは  

 昨年度会員皆様方よりアンケートを実施し、概 

 ね当クラブの奉仕・運営・例会・親睦活動に 

 於いては満足しているとの評価でした。 

2. 退会防止につとめる 

 

◎クラブ会員増強委員会のためのチェックリスト 

1. 入会候補者を見つける 

 当委員会に於いては、過去2回拡大例会を開催 

 し、昨年度の拡大例会は「ロータリーデー・拡 

 大例会」として開催させて頂きました。 

 この例会の様子をロータリーの友 8月号友愛の    

 広場に池田会員が投稿、掲載頂きました。 

 

余り時間がありませんので、本日は配布資料「入会

候補者を見つける」の3ページ目、3－3にワークシ

ートがありますので記入をいただき、時間が余れば

フリートークで増強に関する事を議題に取り上げ

ていただく、又、意見を発表いただいても良いかと

存じます。 

例えば 

◎若い年代の方に入会して頂くためには！！ 

◎女性会員を増強するには！！ 

等ご意見があればお聞きしたいと存じます。 

 

木畑会長 拡大例会の実施を年 2回位にしてはど  

 うか。ロータリーの知名度を知らせる方法を考 

 える。 

中田幹事 会員増強に努めている。 

塩見SAA ワークシートに書いた 2名に入会を勧め 

 ているが、ロータリーの活動ができるか、時間 

 を作れない人がいる。 

宇瀨会員 ロータリーの説明は出来ないが 20年間 

 惰性で活動していることもある。 

 家族との付き合いが出来て、良いことをしてい 

 る割には報われないことが多いと感じる。 

 入会して活動してみないとわからない。 

 入会を勧めても、退会を相談された時に引き止 

 めることが出来ないが、また一緒に活動したい 

 と再入会してくれると嬉しい。 

池田会員 入ってもらいたい若い方に声をかけて 

 いるが、毎週例会にでることが難しいと言う。 

綿谷会員 何らかの理由で退会された元ロータリ 

 アンに声をかけると良いかも。 

藤永会員 声をかけているので入会につなげた 

 い。JCを卒業してから入会を勧めている人もい 

 る。食事会などに誘って、自分以外の会員と話 

 す機会を作り、クラブに興味を持って頂けるの 

 ではないか。 

坂田会員 入会して14～15年になるが、自分自身 

 ＲＣの良い処が把握できていないように思う。 

 たくさんの会員と知り合って、自身の職業以外 

 の色々な知識を身につけたことは良かったと感  

 じている。 

 ・堺北クラブだけの特別行事がないか。 

 ・会員になってのメリットとは？ 

 ・働き盛りの人に入ってもらうには？ 

那須会員 ロータリーの活動が土日の行事が多い  

 ので、土日仕事が集中する私にとっては厳しい   

 時がある。しかしＲＣに入り、色々な方との巡 

 り会いがあり、視野が広がったことは良かった 

 と感じる。 

笹山会員 入会5年でロータリーの面白さを感じ 

 ている。いろいろな方との交わりの中で、学ぶ 

 処が多く、魅力を感じる。 

 倫理観を地域で発信する。 

中川会員 自分と同じ仕事を持つ仲間の中だけで 

 付き合うより、ＲＣに入り、いろいろな業種の 

 方々ともお付き合い出来ることは、自分のために 

 もなり、非常に良かったと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話 

 

 

本日の例会はテーブル会議方式で行いました 
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 会長 木畑 清 

 

 1946年（昭和 21年）米国の最高

司令官マッカーサー元師（ＧＨＱ）

は、連合軍のホイットニー局長（民

政局）と民政局員 25名に、1週間で

憲法を起草する命令を発しました。 

三原則（草案の基本） 

1. 天皇は国の元首の地位にある。（象徴天皇）後に 

 変更 

2. 国権の発動たる戦争は廃止する。(軍隊をもたな 

 い) 

3. 日本の封建制度は廃止される。（主権在民）後   

 に変更 

制定会議のメンバーは、陸軍将校 11人、海軍士官

4人、軍属4人、秘書を含む女性 6人で、弁護士資

格を持つ人が3人いましたが、憲法の専門家はた

だ1人としていませんでした。 

日本国憲法の草案は、ほとんど素人といえる人々

によって制定作業がなされました。 

 

 

 

広報委員会 

「仁徳天皇陵清掃奉仕を振り返って」 

広報委員 池田 茂雄 

 

 この度、４世紀から５世紀後半に

かけて大阪平野南部に築かれた多様

な規模、形状の古墳群である「百舌鳥

(モズ)・古市古墳群」全４９基が世界

文化遺産に登録されました。堺市内

の「百舌鳥エリア」にある２３基の古墳と、羽曳野

市内と藤井寺市内の「古市エリア」にある２６基の

古墳で構成されております。そのうち、百舌鳥エリ

アの１４基と古市エリアの１５基の計２９基は、宮

内庁が古代の天皇や皇族の陵墓として管理してい

る古墳となっております。 

思えば、これら古墳群のうち、当クラブテレトリー

内にある我が国最大の前方後円墳である「仁徳天皇

陵古墳」に目がとまり、その古墳の周囲をとりまく

周遊路の清掃奉仕を思いつき、今から２５年前の

1994年１２月１１日を第一回目とし、当クラブ単独

の奉仕活動として始めました。今回、その仁徳天皇

陵古墳が世界遺産となったことに大変感激してお

ります。堺市が政令指定都市となった１０年あまり

前からは、堺市からの要請で周囲の自治連合会など

にも参加を呼びかけ、「仁徳陵をまもり隊」を発足。

その後は、この組織を中心に春と秋に実施しており

ます。 

 毎回の堺市からのご来賓のなかで、３年前春の清

掃作業の当日に来られた当時の田村副市長が「そう

遠くない時期に仁徳天皇陵を含む百舌鳥古市古墳

群が世界遺産として認められるのでは」との期待を

にじませたお言葉がございました。当クラブが清掃

を始めた当初から、将来的には世界遺産への夢もあ

りましたので、その思いも込めながらロータリーの

友へ投稿し、３年前の７月号に「仁徳天皇陵周遊路

の清掃奉仕」と題して掲載していただきました。今

回、それが現実のものとなったのです。我が国では

２３番目で、しかも大阪初の世界遺産となりました。

当クラブはもとよりですが、地元堺市をはじめ大阪

が湧きに湧いております。 

 当時、初期国家が形成されていく過程の中で、巨

大な土の建造物を築いた当時の高い技術や、被葬者

の権力を墳墓の大きさや形によって象徴した独自

の文化、そして千数百年を経た現在に至る保存の良

さが評価されたのだといわれております。 

 当クラブでは、この清掃奉仕活動で「意義ある業

績賞」もいただきましたが、この清掃奉仕はもとよ

り、地元に根づいた奉仕活動をこれからも続けてま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

「児童養護施設 清心寮 夏期研修のご案内」 

           社会奉仕委員長 池永 隆昭 

                                             

毎年恒例となっております清心寮

夏期研修ですが、今年も那須宗弘会

員にお世話いただき、祥雲寺さんで

開催いたします。 

会長の時間 

 

時間 

 

委員会報告 

 

時間 
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元気いっぱいの子どもたちとお寺でのおつとめ、

勉強会、工作など、一緒に楽しいひとときを過ご

していただけますよう、ご協力お願いいたしま

す。 

午前中だけ、午後だけ、お顔を出していただける

だけでも構いませんので、ご参加よろしくお願い

いたします。 

日 時 ： 令和元年 8月25日（日） 

  午前9時から本堂で座禅等おつとめ 

  午後４時終了予定 

  朝、子どもたちを迎えていただける方は 

  午前8：45集合 

場 所 ： 祥雲寺（堺区大町東4-2-7） 

 

 

 

 

木畑 清 会員 嶽盛委員長よろしくお願いいたし 

       ます。 

國井 豊 会員 先週はビアパーテイーありがとう 

       ございました。又、家内の誕生祝 

       って頂き、ありがとうございます。 

那須宗弘会員 嶽盛会員、会員増強ご苦労様です。  

中田 学 会員 ６９才になります。 

嶽盛和三会員 つたない会員増強委員長ですが、フ 

       ォーラム精一杯行います。 

永富久紀会員 家内の誕生祝い頂きました。       

            合計 ２０，０００円 

 

◆米山特別寄付･･･米澤邦明会員・嶽盛和三会員 

 

 

 

（1）配布物 

  ・週報  ・地区大会記念ゴルフ大会チラシ 

  ・会員増強フォーラム資料 

 

（2）例会休会のお知らせ 

  ・次週８月１６日（金）の例会は、定款第 8 

   条第1節の規定により休会いたします。 

 

（3）８月30日「テーブル会議」議題について 

  ８月30日の例会は、今期当初の予定は白木会 

  員の卓話となっておりましたが、下記議題の 

  方向性を決めなければならない時期となり、 

  「テーブル会議」へ変更させていただきま 

  す。 

  議題は、 

   ①創立40周年記念事業について 

   ②新春合同例会開催（ホスト）について   

 です。会員の皆様方のご意見、ご提案をいただ 

 きたく、御出席の程、よろしくお願い申し上げ 

 ます。 

 

（4）地区大会記念ゴルフのお知らせ 

 日 時：2019年10月 10日（木） 

 会 場：天野山カントリークラブ 

 参加登録費：１０，０００円 

 （参加費、パーティー費、賞品代） 

  ＊プレイ費については各自フロントにてご精 

  算ください。 

 参加定員：180名（ﾛｰﾀﾘｰﾌｧﾐﾘｰ参加可） 

 締め切り：8月25日（日）まで 

 クラブで取り纏めて登録しますので、ご参加い 

 ただけます方は事務局までお申し出ください。 

 

 

 

第２回定例理事会 

2019-20年度理事会構成メンバー 

 木畑、山中、中川、中田、塩見、藤永、辰、 

 笹山、池永、綿谷、澤井、坂田 

 （会計監事：池田） 

日 時 2019年8月2日（金）例会後 

場 所 「南海グリル天兆閣別館ローズ」会議室 

議 案   

１．7月度 ９ＲＣ連絡会報告（別紙）- 承認  

２．フェニーチェ堺 寄付について  

  - 銘鈑追加 承認 

３. フェニーチェ堺 開館記念式典・記念公演  

  案内について＜2019年9月26日（木）＞ 

  ・木畑会長、池田会員参加 - 承認 

４．ロータリー財団地区補助金審査申請の進捗 

  状況 - 説明 承認 

５．地区大会 記念ゴルフ大会について 

  2019年10月10日（木）天野山 CC -報告  

６. 地区大会について 

  2019年10月26日(土)・27日(日) 

  ﾎﾃﾙ・ｱｺﾞｰﾗﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ大阪堺  - 報告 

７. 4クラブ合同例会 2020年2月13日（木） 

  18：00～ﾎﾃﾙ・ｱｺﾞｰﾗﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ大阪堺開催予定 

  （ホスト：堺南RC） 

その他 

 

時間 

 

SAA報告 

 

時間 

 

幹事報告 

 

時間 
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  ・国際奉仕活動と重なるので変更可能か。 

８. 2019年規定審議会の決定事項に関するアン 

  ケートについて - 承認 

 

 

９ＲＣ連絡会 

７月度 堺９RC新旧合同連絡会議事録 

日時：2019年7月23日（火）16：30～ 

場所：サンパレス３Ｆ コスタデルソル 

議案： 

１．帝塚山学院泉ヶ丘中学校高等学校インター 

 アクトクラブ提唱の件（堺東ＲＣ） 

 （地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会 近藤 本淳委員長） 

  堺ﾌｪﾆｯｸｽＲＣがｲﾝﾀｰｱｸﾄを辞退されました。 

  堺９ＲＣの中で、１～３クラブで引き受け 

  て欲しい。海外オリエンテーションが控え 

  ているので、秋までに返事が欲しい。 

  ⇒ 各クラブが持ち帰り検討。 

 ２．６月度 堺９ＲＣ新旧合同連絡会の収支 

  報告について（堺東南ＲＣ） 

  ⇒承認されました。 

 ３．堺おおいずみＲＣ３５周年の案内（堺お 

  おいずみＲＣ） 

  令和元年１０月１１日（金）１７：３０ 

  於：ホテルアゴーラリージェンシー堺 

 ４．６月２２日 紙飛行機大会参加のお礼 

  （堺南ＲＣ） 

 ５．その他 

  ・和歌山のＲＣ連絡会で、テレビ局・新聞 

  社を呼んで、年に一度アピールをしている。 

  堺９ＲＣ連絡会でも出来ないか検討して欲し 

  い。 

  ⇒各クラブが持ち帰り次回以降に持ち越し。 

  ・堺東南ＲＣ 鶴 啓之会長より 

  現在会員数が７名 

  「今年度５０周年の年ですが、ピリオドを打 

   つことにしました。」 

   とのご報告がありました。今年度いっぱい 

   で解散となります。 

 

＜次回連絡会＞ 

開催日時：令和元年８月２２日(木)１６時３０分 

場所：ﾎﾃﾙ・ｱｺﾞｰﾗﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ大阪堺25Ｆ「なにわ」 

ホスト：堺清陵ロータリークラブ 

 

 

「第96回北輪会の報告」 

北輪会世話人 藤永 誉 

 

 令和元年8月3日土曜日午前7時

39分、令和初の北輪会が始まりまし

た。 

暑くて熱い大会になりました。なる

べく涼しい間にまわるため中田幹

事のご配慮でこの日の天野山カン

トリークラブ朝一番のスタートにしていただきま

した。 

総勢 26 名のご参加で 7組（内女性 2 組）での決戦

です。各カートには、凍ったドリンクと冷却スプレ

ーを備え付け、熱中症対策しました。 

また、みなさま慣れていらっしゃるので個々に色々

な対策をしてきてくださってよかったです。 

キャディさんに聞くと前日より暑さはマシとのこ

とでしたがかなり暑い一日になりました。7、8と9

月前半の北輪会は、控えるようにしましょう。 

 今回の結果は、栄えある優勝が池永会員、準優勝 

が西内様（堺清陵 RC）、第 3 位が城岡会員の奥様と

なりました。 

今回もたくさんのご協賛をいただきました。 

鶴様（堺東南RC）より北海道のお土産、山ノ内様よ

り上等な梅干し、木畑会長より美味しいマンゴー、

中田幹事より新鮮なぶどう、天野山カントリークラ

ブ様よりバッグ、帽子、ボールをいただきました。 

お礼申し上げます。ありがとうございました。 

第 100 回記念大会が秒読み段階になってきました。

ゴルフ同好会にて準備をすすめてまいりますので、

乞うご期待！ 
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いつもお世話になりありがとうございます。 

ガールスカウトの森田です。 

 

先日はお忙しい中、 

社会奉仕委員長 池永様はじめ皆様に、 

交流集会にお越しいただきありがとうございまし

た。 

 

皆様のおかげで、 

とても楽しい交流集会を開催させて頂くことが出

来ました。 

 

当日は、 

アメリカガールスカウト並びに 15 団スカウトと

共にゲームやクラフトにご参加頂きました。 

スカウト達も大変喜んでおりました。ありがとう

ございました。 

 

また、お土産も頂戴し、ありがとうございました。 

 

バークレー 派遣団は、昨日、無事に帰国の途につ

きました。 

 

皆様によろしくお伝えくださいませ。 

当日の写真も添付させて頂きます。 

 

ありがとうございました。 

 

2019年8月6日 

  ガールスカウト大阪府第15団 森田 典子 

バークレースカウトとの交流集会 

（ガールスカウト大阪府第 15団主催） 

参加へのお礼のメールと写真をいただき

ました。 

 8月4日（日）けやき会館にて 

参加者：米澤会員と奥様・國井会員奥様・ 

     池永社会奉仕委員長・藤永委員・ 

     塩見委員  

堺市の姉妹都市バークレー市（アメリカ・カリフォ
ルニア州）から17名のガールスカウトが来堺。 

ガールスカウト大阪府第 15 団では、3 名のスカウ
ト、1 名のリーダーを受入れ、各家庭にホームステ
イされました。尚、この交歓事業は、1977年から始
まり、2 年に 1 度、両市を行き来きし、交流を深め
られ、今年は、第21回交歓行事で、第10回の受入
だったそうです。 

8 月 2 日例会風景 

8月奥様誕生日お祝い 代表 國井 豊 会員 


