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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

本日の例会

前回の例会

2020 年 8 月 7 日(金)第 1885 回
2020 年 8 月 21 日(金)第 1886 回

時間

卓 話

「 この頃思うこと 」

卓 話 「会員増強フォーラム」
卓話者

嶽盛 和三 会員増強委員長

今週の歌

卓話者
今週の歌

木畑 清 会員
「それでこそロータリー」

「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

「堺北ＲＣの歌」
「夏の思い出」
お客様の紹介・出席報告・
会長の時間・委員会報告・

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)

畑中 睦子様(21 日)
＜8 月 7 日(金)の出席報告＞
会員数
30 名
出席会員
16 名
欠席会員
14 名
ゲスト
1名
ビジター
1名

幹事報告・ＳＡＡ報告
〇皆出席表彰（８月度）
塩見 守会員(第８回)

次回の例会

〇米山功労者 表彰
那須宗弘会員（第 3 回マルチプル）
奥野圭作会員（第 2 回マルチプル）

2020 年 8 月 28 日(金)第 1887 回
卓 話
卓話者

「 未 定 」

時間

中川 澄 会員

2020-21 年度 国際ロータリーのテーマ

「ロータリーは機会の扉を開く」
国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク（ドイツ・ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンＲＣ）
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卓

世界のクラブ数 ３６，１７１クラブ
（前年度より２８０クラブ増加）

話

「会員増強フォーラム」
会員増強委員長 嶽盛 和三
今年度も増強委員長を務めさ
せていただきます、嶽盛和三でご
ざいます。４年目の委員長を連続
で務めさせていただいておりま
す。
昨年度は、コロナの感染にて開催できませんで
したが、毎年実施しております会員のお知り合い

（会員数は減っているがクラブ数は増加）
（クラブの小型化）
日本の会員数
８５，４８７人
（最高１２万人）
（前年度より２，１２６人減）
日本のクラブ数
２，２３８クラブ
（前年度より２３クラブ減）
２６４０地区の現在の状況
2019 年 7 月 1 日 １，８１４名
2020 年 7 月 6 日 １，７１６名
９８人減
クラブ数６７クラブ
（前年 7 月より 1 クラブ減）

をお呼びしての、ロータリーデー「拡大例会」を
本年度も計画致しております。

以上の様に世界中に影響を与えているわけで、
本当はこのような時期に会員増強をお願いする

日程は、先のアッセンブリーでも申し上げました
が、２０２１年４月１６日（金）の例会を夜間例

のは心苦しいが、ロータリーの魅力を伝えていた
だき、今だからこそ本当のロータリー活動に誘っ

会に変更して行う予定です。
地区でも、会員増強においては長期計画の必要
性も推奨されておりますので、増強委員長が何年
か続けて受け持つのも、一つの方法かもしれませ
ん。
昨年もお願い致しました、
「会員増強のための

ていただき会員増強に繋げてほしいとの事です。
また、和歌山県人口９５万人に対して、ロータリ
アン１，０００人、大阪２３５万人に対して、７
００人、和歌山は地域的に頭打ちであるが、大阪
南部には１０万人、１５万人の都市にロータリー
の無い処もあるので開拓の余地ありとの事です。

チェックリスト」も時を見計らって、ファイヤー
サイドミーティングやテーブル会議の中で時間
を頂きお願いを致したいと考えております。
先日、８月１日「クラブ会員増強委員長会議」
が地区主催で開催されました。その会議に出席致
しましたので、地区会員増強・維持、女性活躍・
推進委員会 委員長 山下茂雄氏の活動基本方
針の発表、基調講演をされた樫畑研修リーダーの

地区会員増強、維持委員長、山下茂雄氏の今年度
の地区活動基本方針として
① 会員増強の目標人数を決める。
入会を誘う際の言葉はごくシンプルなものに
留める。
最初からロータリーについてすべてを説明し
ようとせずに、先ずは、例会や、奉仕活動に参

発表を基に、本日のフォーラムを開催いたしたく
存じます。

加してもらい、実際にロータリーを体験しても
らう。

また、その会議にも出席されておられました、
地区ガバナーエレクト、富田林ロータリークラブ

② 新規入会者へ入会メリット等を伝える。
（事
例を挙げる）

豊岡 敬（さとる）様が本日の私共のクラブにメ
イキャップにおいでいただいておりますので、お

・奉仕活動を通じて地域社会に貢献できる。
・仕事上の人脈や生涯の友情を築くことが出来る。

時間がございましたら、ご指導も賜りたく思って
おります。

・経験豊かな先輩から学ぶことが出来る。
・イベントの企画、人前でのスピーチ力、仕事に

・先ずコロナ禍により世界、日本、地区の会員が

役立つスキルが身につく。
・家族と一緒にボランティア活動や、親睦行事に

どの様な状況になっているかをお知らせします。
２０２０．７．６現在
世界の会員数 １，１８０，００２人
（前年度より 9,４６４人減）

参加したり、地元や海外での青少年活動に子ど
もを参加させることが出来る。
・世界どの国のクラブの例会へもメイキャップと
して参加できる等ロータリー活動の魅力を伝
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えてほしい。
③ 退会防止に努める。
（例えば、クラブに留まる

少で、今までとは違う形で物事をすすめなくては
いけない。

理由、退会する理由の把握）
退会理由を理解することで、的を絞った対策を
立てることが出来る。
「例えば退会した会員の
過半数が入会後２年以内に退会している場合、
その対策として、比較的新しい会員に例会や奉
仕活動に積極的に参加してもらうようにお誘
いする。
④ クラブの現状の把握。
（職業分類バランス、会
員の出席状況の把握等）
出席率の悪い会員に対し複数の会員から積極

そこで、ＲＩは、大きくメンバーを減らしたた
めに、２００４年戦略計画を立てる。
２００４年 規程審議会で、ＲＩ戦略計画委員会
設置を決議。
２００７年 理事会は、ＲＩ戦略計画の使命、ビ
ジョン、中核的価値観、優先事項を決定。
２００９年 理事会は、ＲＩとロータリー財団が
進むべき進路を一致させるため、新たな戦略計
画を決定。
（ＲＩと財団がコインの裏表のよう
に完全に一致した考え）

的に例会、奉仕活動への参加を呼びかける。
⑤ 各クラブの会長の強いリーダーシップの要請。

２０１０年 7 月１日から新たなＲＩ戦略計画が
スタート。

会長がクラブの先頭に立って会員増強に努め
ていただきたく、お願い申し上げます。

２０１７年 理事会は、新しい「ビジョン声明」
を決定。

さらに、新型コロナウイルスの影響や今後益々、
クラブ運営、ロータリー活動にとって大変難し
新しい「ビジョン声明」とは
い時期になると予想されます。各クラブ会長様
私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自
を始め皆さんの理解と協力をお願いします。
身の中で、持続可能なよい変化を生むために、
人びとが手を取り合って行動する世界を目指
樫畑研修リーダーの基調講演から
しています。
２０２０年 7 月３１日現在、
世界の感染者は１，７１５万３，４４２人
死亡者は
６７万１，００９人
コロナ禍の後、ロータリーが、確かな役割を持っ
て存在するかどうかは私達の努力次第である。
と共にリアルとバーチャルの混在する、全く別の
世界になるであろうと言われています。
戦後ロータリーは会員数を順調に増やし発展を

「世界を変える行動人」キャンペーン
・行動・持続可能性・柔軟性・インスピレーショ
ン（人々にいい影響を与える）
・つながろう・変
化させよう
そして、このようなことから、今後どのように
クラブを変えて行くかの方向性が出てきます。
一つには年齢層を幅広く求める。２年前よりロ
ータアクトにロータリーと同じ権利を与えた

遂げるが、２０００年から会員が減少に転じる事
となり、ここで国際ロータリー、また全世界のロ

のは、ロータリーで若い人を取り込むことが出
来ないならば、アクトに力をもらう苦肉の知恵

ータリアンは驚愕の事実を知ることとなる。
「ロ
ータリアンは減りうる」ということが初めてわか

でもありますが、行動力と若い人の自由な発想
を取り入れるためでもありますが活躍する機

る。そこで、何とか改革を組まないといけないと
いうことで、世界でも有数の広告代理店を莫大な

会を与えることとも言えます。
次に、女性会員を迎えることです。

お金をかけて雇って市場調査をすると、ロータリ
ーを聞いたことがないという人が、１０人の内４

世界では４人に一人が女性会員です。
日本は６、７人に一人ですが、数年先には３０

人もいる事が判明した。公共のイメージを高めて
いく必要がある。ロータリアンが思う以上に、社

パーセントまで上げたい。また、ＬＧＢＴへの
対応も迫られています。ロータリー定款、ロー

会に知られていない事がわかる。知りもしないよ
うな団体に入ってくれとは言えない。何をしてい

タリー章典も精査されることになりました。こ
れは、ハラスメントが起きるかも分からないこ

る団体なのかを我々が発信し続けることが必要。
２０００年以降、急激なロータリーの会員数の減

ともありますが、人権上の問題として正しくと
らえなければなりません。
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・３つの提案
１．クラブで目標を定め行動計画をたててみませ

委員会報告

んか。数年間をかけて達成する。
２．クラブで研修リーダーを定め、新会員研修を
定期化してみませんか？
大体のクラブは、入ったらそのまんまになる。
ＲＩ、地区、各クラブの３階建
３．クラブの新会員を対象にメンター（相談相手）
制度を始めてみませんか？
入会後半年ぐらいは、例会時に隣に座る。
ロータリーはつながらないと力を発揮できな
い。

会 計
「ロータリー寄付金について」
会計担当 池田 茂雄
本日、所得税確定申告用「ロータ
リー日本財団寄付金領収書」をお
渡しいたしました。これについて
の注意事項でございます。
当クラブから「年会費及び分担金」
について上半期と下半期の年二回、
請求書をお届けしお振込み頂いております。この
うち分担金の中には「ロータリー日本財団」と「米

会長の時間

山記念奨学会」への寄付金も入っております。明
細書添付しております。ご事業を経営されている

会長 山中 喜八郎

会員の皆さん、法人事業からこの「寄付金」も含
めて必要経費として支出している場合、この「ロ
ータリー日本財団寄付金」を所得税確定申告とし
て使用しますと二重の控除となりますので、ご注
意頂きたいです。小さな金額ですが、気になりま
したのでお知らせいたしました。

本日は、2640 地区ガバナーエレク
ト、富田林ＲＣ豊岡敬様がメークア
ップにお越しくださいました。あり
がとうございます。
さて、先日初めての入院をしまし

た。入院と言っても、検査の為の入
院ですので、5 日間でした。検査ですから、治療
は何もしません。特別室と、個室と、4 人部屋と
あるのです。私は、検査入院ですから、どの部屋
でも良いのですが、特別室は埋まっていましたの
で、個室にするつもりでしたが、病室で 1 人でい
ると、ろくな事を考えませんし、2 人部屋なら、
同室の方と上手くいかなければ、いやだなと思い

豊岡 敬 様 本日は、堺北ロータリークラブ様
(富田林 RC) の例会に出席させて頂きまして、
ありがとうございます。
山中喜八郎会員 豊岡ガバナーエレクト、本日は
よろしくお願いいたします。

を巡らせまして、個室をキャンセルし、4 人部屋
にしました。

城岡陽志会員 豊岡君、あっという間にエレクト
になって、おめでとう。

お見舞いが部屋までくる時代でしたら、見栄を張
って良い部屋にしましたが、今はコロナ禍で一切

がんばれ！
北側一雄会員 急に暑くなってきました。皆さん、

面会謝絶でしたのと、何人かでいる方が安心な様
に思いまして、そうしました。

熱中症にも注意しましょう！！
ところで城岡さん、もうちょっと、

ＳＡＡ報告

朝は、若いべっぴんさんの看護師さんの起こす声
で目を覚まし、朝の目覚めとしては最高でした。

ゴルフが上手にならんとな。
中田 学会員 藤永会員、夢の 40、おめでとうご

お喋りは、他の人の邪魔になり、看護師さん以外
とは喋りにくい雰囲気でしたので、若い看護師さ

ざいます。
米澤邦明会員 昨日は１１対０（ゼロ）

んとお喋りを楽しみ、気分が良かったです。
と言う事で、検査結果はこれからですが、初めて

永富久紀会員 8 月に入り暑い日が続いています。
皆様熱中症に注意して下さい。妻

の入院は、
素敵な5 日間を過ごさせて頂きました。

の誕生日を迎えまして。
嶽盛和三会員 豊岡ガバナーエレクト様、ご来会
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ありがとうございます。
今後のご指導宜しくお願い申し

そ の 他

上げます。
塩見 守会員 豊岡ガバナーエレクトようこそ
堺北ＲＣへお越し下さいました。
今日はよろしくお願いします。
藤永 誉会員 豊岡ガバナーエレクトようこそ
お越し下さいました。
平野祥之会員 豊岡ガバナーエレクト、今日はよ
うこそ堺北ロータリーへお越し
くださいました。ありがとうござ
います。

第２回定例理事会
2020-21 年度理事会構成メンバー
山中、中川、塩見、藤永、池田、澤井、城岡、
池永、宇瀨、木畑、中田、綿谷
（会計監事：坂田）
日 時 ２０２０年８月７日（金）例会後
場 所 「南海グリル 東店 3Ｆ」 会議室
議 案
１．7 月度 8ＲＣ連絡会について
案件なく中止 － 報告

畑中一辰会員 豊岡さん、お久しぶりです。堺北
ロータリーの活動 応援ありがと

２．今後の例会について
・感染防止対策を行いながら、通常例会を開催

うございます。
合計５７，０００円

していく。会場も引き続き 東店 3 階「宴」にて
開催。
・コロナ終息まで欠席扱いしない（出席免除扱
い）
。
・例会参加に不安を感じられている会員がズー
ムで例会参加できるよう準備していく。
－ 承認
３. 9 月 4 日（金）ガバナー公式訪問について

◆米山奨学特別寄付･･･米澤邦明会員
嶽盛和三会員

幹事報告
（１）本日配布物
・週報
・アッセンブリー資料
・2020-2021 年度会員名簿手帳

通年通り行う。花束を準備する。－承認
４. ロータリー財団地区補助金審査申請進捗状
況について
プロジェクト名：浄水器設置プロジェクト
地区補助金申請額：２，２４３ﾄﾞﾙ
（２４０，００１円）ﾚｰﾄ 1 ﾄﾞﾙ＝107 円
地区審査が通り、ロータリー財団承認待ち
－報告

（２）新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて
会員の皆様へお願い
新型コロナウイルス感染者が増加 傾向にあ
り、例会ご出席の際には、以下の感染拡大防止
対策のご協力をお願いいたします。

５. 事務局夏季休暇の件
8 月 12 日（水）～8 月 16 日（日）－承認

・体調が思わしくない場合は無理をせず出席を
お控えください。

６. その他
・日本のロータリー100 周年記念ピンバッチを購

・飲食以外の時 はマスクの着用をお願い致し
ます。

入し、全員に配布 －承認
・新型コロナウイルス撲滅運動（泉州地域青年会

・例会場へ入る前は、南海グリルさん備え付け
のアルコール消毒液で手先の消毒をお願い

議所主催）へ協力 －承認
・宇瀨会員より出席免除の申請 －承認

いたします。
（３）他クラブ例会変更・休会のお知らせ
【堺東ＲＣ】
８月２５日（火）･･･休会
定款第 7 条第 1 節（ｄ)（3）の規定により
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「第 98 回北輪会のご案内」
ゴルフ同好会世話人 塩見 守
この度「第 98 回北輪会」を下記
のように企画開催させて頂く運び
となりました。
ご多忙の折りと存じますが、万障お
繰り合わせの上是非ご参加賜りた
くご案内申し上げます。
記
日 時：令和 2 年 9 月 12 日（土）
場 所：天野山カントリークラブ

8 月会員・奥様誕生お祝い代表 永富久紀会員

堺市南区別所 1549－46
☎072－284－1919
集 合：AM7：10
お着替えを済ませて練習グリーンへ
スタート：AM7：32 東南/南東コース
（8 組予定）
会 費：お一人様6,000 円
（賞品および会食費）
競技方法：18 ホールストロークプレー
初参加、第 90 回から参加 2 回未満の方は
W ぺリア
エントリーの都合上締切日までに事務局まで

8 月度米山奨学金支給 米山奨学生 陳 敏彪 様

（ＦＡＸ Ｅメール）ご回答願います。
例会にてお返事頂いても結構です。
締め切り：8 月 28 日（金）
例会風景
本日はコの字型のテーブル配置でソーシャルディスタンス

今週の歌 「夏の思い出」
夏がくれば 思い出す
はるかな尾瀬 遠い空
霧のなかに うかびくる
やさしい影 野の小径
水芭蕉の花が 咲いている

ガバナーエレクト 豊岡 敬 様がご来会下さり
ご挨拶を賜りました

夢見て咲いている水のほとり
石楠花色に たそがれる

豊岡様は、日本フッソ工業株式会社

はるかな尾瀬 遠い空

代表取締役社長で富田林ＲＣに所属
されています。
2 度のガバナー補佐、地区幹事、
地区委員会委員長を務められ、長年
に亘り地区運営にご尽力されています。
（マスクの無いお写真は地区ＨＰより）
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