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前回の例会 

 2021年 4月 16日(金)第 1915回 

      「 テーブル会議 」 

テーマ：「 会員増強について 」 

進 行：会員増強委員長 嶽盛 和三  

今週の歌 「四つのテスト」 

     「堺北ＲＣの歌」 

     「春の小川」 

お客様紹介・出席報告・会長の時間・ 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇ロータリー財団表彰 

･池田茂雄会員（ポールハリスフェロー⑤） 

･吉村博勝会員（ポールハリスフェロー④） 

･田口 隆会員（ポールハリスフェロー②） 

 

 

 

 

 

下記例会は定款第 7 条第 1 節（ｄ）（3）の規定に

より臨時休会 

 4月23日(金)・5月 7日(金)・5月14日(金) 

 5月21日(金)・5月28日(金) 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2021年 5月 21日・例会自粛中・特別号 

 

 

 

 

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） 

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)  ： 藤井秀香 

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

E-mail ： fujii@rid2640g.com 

会長：山中喜八郎  幹事：塩見 守  広報委員長：坂田兼則  編集者：永富久紀 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

＜4月16日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            33名 
出席会員            19名 
欠席会員              14名 

    ゲスト              0名 
    ビジター            0名 

    緊急事態宣言発令中につき 

4月23日（金）の例会が急遽休会となり、早1

ヶ月が経ちました。皆さんお変わりなくお過ご

しでしょうか。 

前回(4 月 16 日)例会の内容と、5 月 21 日理事

会のみ開催いたしましたので、そのご報告も掲

載いたしまして、週報特別号として発行、郵送

させていただきます。 

ワクチン接種も始まり、あともう少し、コロナ

に負けず、がんばりましょう！！ 

〇会員・奥様誕生祝い（5月度） 

坂田多英様（2日）  

〇結婚記念祝い（5月度） 

城岡陽志会員(2日)  畑中一辰(2日) 

田口 隆 会員(4日) 永富久紀会員(4日)   

濵口正義会員(15日) 50周年 
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「 会員増強について 」 

進行：会員増強委員長 嶽盛 和三  

 

◎北クラブの現在の状況 

・会員数 正会員：３３名  

     準会員：０ 

     名誉会員：3名  

・例会出席者平均 ２０名前後 

＊欠席がちな会員へ例会出席をお

願いした方が良いのか、そのまま？ 

【ご意見】 

・親しくされている方や、幹事から声掛けをし

てもらう。 

 

◎例会の回数は？(現状を維持していくべきか) 

・2019の手続要覧によれば、「クラブは少なくと

も月に２回、例会を行わなければならない」と

なっている。（現定款） 

・隔週でも可となり、クラブによれば食事をと

らないクラブも。 

【ご意見】 

・例会回数を減らしても、出席率や会員増強、

退会に関係ないように感じる。 

例会は基本毎週が良い。 

 

◎会員数は適正か？  

・理想の会員数は何名くらい？ 

・退会防止に努めれば増強は必要でない？ 

【ご意見】 

・会計的には３２名は欲しい。３０名以下では

運営が厳しい。 

・多すぎてもグループができてしまうと聞くの

で、現会員数は適正である。 

・自然減少もあるので、５０名くらい目指した

い。 

・増強は変化をもたせるためであれば大事。ま

た今は女性活躍社会なので、女性会員の増強も

大事。 

 

◎魅力あるクラブとは？ 

・どの様な活動が増強に繋がるのか？ 

・奉仕活動を増やすことは、クラブの活性化と

増強に繋がるか？ 

・奉仕活動を常に地域社会にとって意義あるも

のとし、会員の関心を絶えず引き付けるような

活動になっているか？また、引き付けるために

は？ 

【ご意見】 

・当クラブの奉仕活動は他クラブより多く、現

会員数、予算では新たな活動を増やすことは難

しいように感じる。現状の活動を充実させるこ

とに専念した方がよい。 

・奉仕活動に興味がある方に集まっていただ

き、奉仕活動を通じて、一緒に喜びを感じるこ

とにより、仲間意識が更に強くなり、魅力ある

クラブになるのではないか。 

 

【最後に】 

会員増強、退会防止には歴代の会員増強委員長

は今までもあらゆる手段、活動を試されてきた

と思いますが、絶対これが良い！というのはあ

りません。 

一番良いのは、会員の皆さんの信頼のおけるご

友人、知り合いの方に入っていただけることが

一番良いかと思います。 

本日、皆さんよりご意見をいただき、現状を維

持していきながら、増強にも力を入れていきた

いと思います。 

拡大例会も新型コロナウイルスの影響で昨年

度、今回と中止をせざるを得ない状況となりま

した。来年度こそは、開催できると思いますの

で、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーブル会議 



- 3 - 

 

 

 

  会長代理 木畑 清 

  

 1616年（元和 2年）4月 17日

徳川家康が駿府城で死去。即日久

能山に埋葬される。家康は、この

年の正月を晴れやかな気持ちで迎

えた。前年、大坂夏の陣で豊臣氏

を滅ぼし、もはや敵対する勢力はなかった。駿

府で正月行事を終えた 21日、家康は孫ほども年

齢のはなれた頼宜、頼房をともなって鷹狩へ出

かけたが、夜になって田中館（藤枝市）で発病

した。 

前日、京都から豪商茶屋四郎次郎が来訪し、最

近京都で流行している料理というのでテンプラ

ふうのものをたくさん食べたのが「腹部の凝
ぎょう

塊
かい

」に障ったらしい。 

片山宗哲らの侍医の必死の治療もむなしく病勢

が増していった。家康は 4月 1日、本多正純、

天海、金地院
こんちいん

崇伝
すうでん

を枕元へよび、「わしの命が尽

きたら、遺骸は久能山に納めて神としてまつ

り、葬儀は増上寺で行ない、位牌は三河の大樹

寺に納め、一周忌がすぎたら日光山に祠堂を建

ててまつれ。関八州の鎮守となる。」と遺言し

た。17日午前 10時ごろ駿府城で死去。75年の

生涯だった。 

 

 

 

40周年記念誌編集委員会 

「記念誌編集委員会からのお知らせ」 

記念誌編集委員長  池田 茂雄 

 

 40 周年記念誌発刊に際して、「創

立 40 周年に寄せて」の手記を多数

の方々からお寄せ頂きありがとう

ございます。ご投稿頂いた手記をま

とめてみましたので、お配りしたコ

ピーをご覧ください。訂正箇所がございましたら、

今なら多少の訂正は出来ますので 4 月 23 日(金)

までにお申し出くださるよう、お願いします。 

 次に、記念誌の会員名簿欄に「個人の自宅住所.

電話番号」を載せて欲しくない方は、お申し出い

ただければ削除いたします。 

 

  

社会奉仕委員会 

   「＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」 

            社会奉仕委員長 池永 隆昭 

 

 ４月度「ダメ ゼッタイ」募金を行い

ました。 

募金金額は、８，５００円でした。 皆

様のご協力に感謝いたします。 

 

 

 

 

北村勝博会員 嶽盛会員、本日もよろしくお願い 

       します。 

       4月になり、仕事、剣道、ゴルフ 

       本格的になりました。コロナに負 

       けずに、がんばりましょう。 

木畑 清会員 コロナで暗いニュースの中、明る 

       いニュースとして、松山市出身の 

       松山がオーガスタで勝ちました。 

       感動しました。 

塩見 守会員 本日のテーブル会議、嶽盛会員、 

       ありがとうございます。 

       笹山会員お世話になりありがと 

       うございました。 

城岡陽志会員 4月 26日、例の「過ぎる TV」に 

       藤永君が出ます。マンネリ化して 

       きたので、多分、今回で最後と思 

       います。 

嶽盛和三会員 本日拡大例会が中止となり、私の 

       卓話になってしまいました。 

       何を話そうか迷います。 

平野祥之会員 北村会員、来週水曜日朝 5時半集 

       合ですが、がんばって下さい！ 

       楽しみにしています！ 

藤永 誉会員 北村さん、50周年おめでとうござ 

       います。 

  （50音順）      合計１８，０００円 

 

ＳＡＡ報告 

会長の時間 

委員会報告 
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（１）配布物 

  ・週報    ・テーブル会議資料 

  ・地区大会 冊子とチラシ  

 

（２）例会開催についてアンケート結果と 

      今後の例会について 

先日は例会開催についてのアンケートにご協力

いただきましてありがとうございました。２３名

の方よりご回答いただきました。 

結果は下記の通りで、アンケート用紙にも記載さ

せていただきましたが、過半数にて今後の例会も

下記の通りとさせていただきますので、ご理解、

ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

【アンケート集計】 

① 4 月 23 日以降、「まん延防止措置」実施期間

(現状 5月 5日まで）の例会開催について 

 ・（12名）例会は開催 ・（9名）例会は自粛 

 ・（3名）どちらともいえない 

②「まん延防止措置」5月5日以降延長された場 

 合の例会開催について 

  ・（9名）例会は開催  ・（13名）例会は自粛  

 ・（1名）どちらともいえない 

上記の結果をふまえて 

◆「まん延防止措置」実施期間（現状 5月 5日ま

で）の例会は開催します。 

◆「まん延防止措置」5月 5日以降延長された場

合の例会は休会といたします。 

◆緊急事態宣言が再び発令された場合は、休会と

します。 

◆引き続き例会出席に関しましては欠席されて

も出席免除扱いといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１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、笹山 

（会計監事：坂田） 

日 時  ２０２１年５月２１日（金） 

       １３：００～ 

場 所  事務局 

議 案   

１．４月度 8ＲＣ連絡会について  

  － 中止 報告事項なし 

２．最終例会について 

  － 6月末までの開催に向けて調整 

３．ユースサッカーフェスティバル協賛依頼につ 

 いて  

  － 例年通り協賛することで承認 

４．第 10回子ども囲碁フェスタ・堺について 

  － 保留 

５．次年度予算（案）について 

  － 6月 4日(金)理事会にて決定 

６. その他 

   ・団体保険に加入を検討 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

ロータリー財団表彰 
代表 池田茂雄会員（ポールハリスフェロー⑤） 

その他 

濵口正義会員が５月１５日に 

金婚式を迎えられました。 

例会にてお祝いの花束贈呈が 

できませんでしたので、ご自宅に

お送りしましたことご報告いた

します。 

 

濵口会員ご夫妻、金婚式、本当に

おめでとうございます！ 


