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前回の例会 

 2021年 8月 6日(金)第 1921回 

卓 話  「 会員増強月間フォーラム 」 

卓話者   嶽盛 和三 会員増強委員長  

今週の歌 「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 

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 暁子様(21日) 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

2021年 8月 20日第 1921号 

 

2021年 8月 20日(金)第 1922回 

卓 話 「 いつかは、環境委員会 」 

卓話者     藤永 誉 会員 

今週の歌 「それでこそロータリー」 

     「堺北ＲＣの歌」「月の砂漠」 

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） 

 塩見 守会員(第９回) 

◇米山功労者 表彰 

 鶴 啓之 会員（第 1回 米山功労者） 

 

 

 

2021-22年度 国際ロータリーのテーマ 

    「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

  国際ロータリー会長 シェカール・メータ（インド・カルカッタ-マハナガル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)  ： 豊岡 敬 

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

E-mail ： toyooka@rid2640g.com 

会長：中川 澄  幹事：綿谷伸一  広報委員長：池田茂雄  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 

 

 2021年 8月 27日(金)第 1923回 

卓 話 「 SDGs 堺は海から 」 

卓話者  株式会社 クリエイション 

      代表取締役 新谷 幸雄 様 

紹介者   奥野 圭作 会員 

 

本日の例会 

 

時間 

 

＜8月6日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            20名 
欠席会員              11名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            0名 

今週の歌 「 月の砂漠 」 

月の沙漠をはるばると 

旅のらくだがゆきました 

金と銀との鞍（くら）置いて 

二つならんでゆきました 
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     「 会員増強月間フォーラム 」 

 会員増強委員長 嶽盛 和三  

  

 先日 7月 25日（日）地区クラ

ブ増強委員長会議がホテル グラ

ンヴィア和歌山で開催され、出席

してまいりました。地区 66 クラ

ブ中、50クラブの参加でした。 

初めに、岡本 浩 副ガバナーより

挨拶、現状報告があり、続いて、「会員増強につい

て」 国際ロータリー第 1 地区ロータリーコーデ

ィネーター補佐（第 2840 地区パストガバナー）

の田中 久夫 氏から基調講演がありました。 

田中氏は自クラブ会長年度に於いて、自身が陣頭

指揮を取られ 51 人もの新規入会者の獲得に成功

されたそうで、その成功のプロセス、ノウハウを

お話頂きました。 

入会 3年目までの方に、 

 1. 入会の動機 

 2. 入会前に抱いていたRCのイメージ 

 3. 入会後の感じた RCの印象 

 4. 今の RCで満足していること 

 5. 不満に思っていること 

 6. 今の RCはどうすれば良くなるか 

などのアンケートを取り、新入会員の標準的な考

え方を分析し、それに見合った勧誘方法を考えら

れたそうです。さらに、多くのクラブの抱える共

通の問題点も分析され、 

 1. シニア会員自らが自覚するべきことを正し 

  く認識していないこと 

 2. 新会員に対してのフォロー不足 

 3. その年の会長・幹事のやる気がない 

 4. 若手や女性を入会させられない 

などでありました。その辺りを踏まえ、毎月若手

メンバー5～6人で「夜間・会員増強会議」を開き、

候補者を選択し、すぐに電話攻勢をかける。脈が

ありそうであれば、翌日に訪問する。お父さん世

代の家族に入会を勧める。クラブの全会員に「入

会申込書」「自クラブの簡単なプロフィール」「ロ

ータリーを説明できる簡単な印刷物」これらを 3

種の神器とし RC の楽しさ、有益性をアピールし

ようとされました。 

勧誘された方からの質問としては、 

 1. RCの目的は？ 

 2. RCの最も大切にしている主義・志操は？ 

 3. RCに入って何かいいことがある？ 

 4. 他の奉仕団体との違いは？ 

などを想定し、答えられるような知識を全会員が

持つことの重要性を説かれました。 

 

 今回の基調講演の資料を皆さまに配布いたし

ましたので、ご一緒に確認しながら、進めていき

たいと思います。＜内容省略＞ 

 以上が田中久夫氏の講演内容ですが、私共のク

ラブにおいても、すでに取り組んでいるもの、今

後の参考になるものも多く、会員増強に活かして

いきたいと思います。 

◎今年度のガバナーからは 2640 地区もかつては

3,000 名を超える会員数がありましたが、今日で

は1,700名まで減って回復させることが本年度の

目標との事です。 

◎地区会員増強・維持 女性活躍・推進委員長から

は 

・女性会員の増強にも力を入れてほしいとの事で

す。 

・メイクアップ推進・出席率向上のための新企画

として「メイクアップ手帳」を作成し、各クラブ

にお送りしますとの事です。 

 

 

 

会長 中川 澄 

 

 今日は、自動車に対する強制執

行は難しいというお話です。 

 まず、自動車ローンが残ってい

てローン会社が所有権を留保し

ている自動車には強制執行でき

ません。そこで、自動車の強制執行を考えるとき、

まずは所有名義人を確認するのですが、これは簡

単ではありません。以前は、ナンバープレートの

番号さえわかっていれば、誰でも運輸支局で登録

事項証明書を取得できたのですが、今は、ナンバ

会長の時間 

 

時間 

 

卓  話 
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ープレートの番号のほか、車台番号がわからなけ

れば、原則として運輸支局では登録事項証明書を

発行してくれません。以前の運用だと、誰でも車

の所有者の氏名や住所をすぐ把握することがで

き、恐喝や窃盗に悪用されたから運用が変わった

とのことです。 

 ナンバープレートの番号しかわからなくても、

弁護士が弁護士会を通じて照会をかければ、登録

事項証明書の写しを入手することができますが、

１ヶ月くらいかかる可能性があります。 

 登録事項証明書を手に入れることができ、運よ

く債務者が使用者兼所有者であったとしても、そ

こからが更に大変です。 

 自動車の強制競売の申立をした上、自動車の引

渡執行の申立をすることになりますが、自動車の

引渡執行申立てをするには、何月何日何時にその

車がどこにあるか、特定する必要があります。そ

の時刻にその場所に行って、車がなかったら、執

行不能ということになります。 

 しかも、事前に、車の鍵を開けるための業者の

手配、レッカー車の手配、車を引き揚げた後の保

管場所の手配まで必要となる可能性があり、手間

と費用がかかります。執行不能になると、その手

間と費用がすべて無駄になってしまいます。 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

「PCなど小型家電回収のご協力お願い」 

社会奉仕委員長 中田 学 

    

 先日 7 月 30 日の例会で社会福

祉法人 美原の郷福祉会 障がい福

祉サービス事業 ワークセンター

つつじ 代表 川田 康弘 様（紹介

者：鶴 啓之会員）に卓話をしてい

ただき、その素晴らしい活動に社会奉仕委員会も

賛同いたしたく、つきましては、会員の皆様の事

業所、ご家庭に出た不用品の

回収のご協力をお願いいた

します。 

 

【回収方法】 

 クラブ事務局の回収置き場にご持参ください。 

 台数や量が多い場合は、ワークセンターつつじ 

 さんに直接持ち込みしていただくか、川田様に 

 回収をお願いすることにいたします。 

【回収対象品例】 

 ノート型パソコン、 デスクトップパソコン、 

 ルーター、端子類、ゲーム機(DS、ファミコン、 

 ゲームカセット)、音楽プレーヤー、デジカメ 

 携帯電話、スマートフォン、固定電話、ビデオ 

 DVDデッキ、超硬チップ、ドリル、銅製品など 

＊回収できないもの 

 テレビ、ブラウン管、PCモニター、洗濯機、 

 冷蔵庫、エアコン、時計、乾電池、電球、 

 蛍光灯、CD、フロッピーなど 

★直近の回収締め切りは8月末日といたしますが、

その後も随時回収のご協力をお願いします。 

★ワークセンターつつじさんの活動については、

8月 6日発行の週報か、 

http://www.wc-tsutsuji.com/~angolino/  

「ワークセンターつつじ小型家電」 

をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 

時間 

 

事務局回収置き場 

続々とご協力いただいています。 

ありがとうございます！ 

http://www.wc-tsutsuji.com/~angolino/　
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広報委員会 

「子ども囲碁フェスタ・堺」からプロ棋士誕生 

広報委員長 池田 茂雄 

 

 当クラブでは 2011 年 11 月 27 日

（日）を第 1 回目とした「子ども囲

碁フェスタ・堺」を、当クラブ主催で

毎年 1 回開催しております。この活

動は、堺市教育委員会・堺市子ども

会育成協議会・日本棋院・堺商工会議所の後援に

より、成長盛りの小学生を対象に囲碁の活動を通

して、日本の伝統文化である囲碁に子どもたちが

触れてもらえたらと企画したものです。 「囲碁を

知らなくてもだいじょうぶ、みんなで囲碁を楽し

もう、参加費は無料です」を合言葉に、堺市広報

への掲載や、堺市内各区役所など公共機関へのポ

スターの掲示、それに当クラブホームページによ

る呼び掛けなどで、現在では堺市内を初め大阪周

辺地区にも知れわたり、参加小学生に父兄など同

伴者を含め毎回百数十名の参加者があり、当クラ

ブの定着した行事となっております。 

実は、この「第 1回子ども囲碁フェスタ・堺」の

行事について、「ロータリーの友」に投稿させてい

ただき「2012年 5月号」に掲載していただきまし

た。ありがとうございます。今年で 10 年目を迎

えることが出来たこの活動ですが、上級クラスで

ある名人戦Aクラスに参加して下さった当時の小

学生の皆さん延べ百数十名の中で、現在、3 名の

方が関西棋院プロ棋士として活躍されているこ

とが分かったのです。 第1回目参加者で名人戦 A

クラス出場「優勝者 田中康湧君 」、 同「準優勝

者 辻篤仁君 」、 第 2回目参加者で名人戦Ａクラ

ス出場「優勝者 渡辺寛大君 」、共に当時小学４年

生のこの 3名が、難関を乗り越えて、いずれも 15

歳、16歳の時に見事「プロ棋士」になられたので

す。 

折からの第 46 期棋聖戦対局を見ていて、この 3

人が先輩プロ棋士皆さんと肩を並べて対局され

ているのを見てびっくりいたしました。 当時、対

局風景を見ていて、もしかして、この中からプロ

棋士が生まれるのではないかとの思いがありま

したので、それが現実のものとなり驚くと同時に、

当クラブとして光栄なことだと大変嬉しく思っ

ております。当クラブとしては嬉しいことに時を

同じくして関係者の方から、その節は貴重な機会

を与えて頂いたことに感謝しております。おかげ

様で息子は囲碁プロ棋士として人生を楽しく頑

張っております。あの時頂いた賞状がとても記念

になり大切に飾っております。ありがとうござい

ましたとのメールを頂きました。当クラブにとっ

ては、このことが今後の活動をする上で、大きな

励みになっております。今後、益々のご活躍を祈

念しております。頑張って下さい。 

このところ、新型コロナウイルスの影響で行事が

開催出来ない状態が続いておりますが、一日も早

い収束を願っており、行事が再会できる日を楽し

みに待っております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

（第 1 回目 父兄など同伴者を含め満員の開会式風景） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第1回目当時の左／田中君・右／辻君・ 

            中央／山田規三生） 

（第2回目当時の渡辺君） （山田規三生） 
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（50音順） 

奥野圭作会員 家内の誕生日にお祝の品をお送 

       りいただき、誠に有難うございま 

       した。 

嶽盛和三会員 本日は、先日 7月 25日地区の増 

       強委員長会議の基調講演をもと 

       に卓話させていただきます。 

中田 学会員 嶽盛会員、本日の卓話宜しくお願 

       い致します。 

畑中一辰会員 誕生日のお祝いありがとうござ 

       います。昨年いただいた観葉植物 

       が元気で成長し続けています。 

       妻も喜んでおります。              

            合計１４，０００円 

 

◆米山奨学特別寄付・・・米澤邦明会員 

 

 

 

 

（１）配布物 

 ・週報   ・卓話資料  

 ・社会奉仕委員会より「PCなど小型家電回収の 

  ご協力お願い 

 

（２）國井会員より手作りのテーマ盾をいただき 

  ました 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴルフ同好会 

「第 101回北輪会のご案内」 

代表世話人 塩見 守 

  

 この度「第１０1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：2021年９月 1８日（土） 

場 所：天野山カントリークラブ 西・東コース 

    堺市南区別所 1549－46 

    ☎072－284－1919 

集 合：AM 7：20（早朝より申し訳ございません） 

スタート：AM 7：46 （10組予定） 

会 費：おひとり様 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 

＊エントリーの都合上締切日までに事務局（ＦＡ 

 Ｘ Ｅメール）までご回答願います。 

 例会にてお返事頂いても結構です。 

締め切り：９月３日（金） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAA報告 

 

時間 

 

幹事報告 

 

時間 

 

そ の 他 

 

時間 

 

米山奨学生 グエン ティ ホアン オアンさん 

８月度米山奨学金 授与 

8月会員・奥様誕生祝い代表 畑中一辰会員 
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    8月20日例会にて米山奨学生 グエン ティ ホアン オアンさんからのお知らせです 

 


