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前回の例会 

 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年 8月 27日第 1922号 

 

 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 

今週の歌 「奉仕の理想」 

     「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・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

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 9月 3日(金)第 1924回 

卓 話「 ロータリーの友月間フォーラム 」 

卓話者  広報委員長 池田 茂雄 

 

本日の例会 

 

時間 

 

＜8月20日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            23名 
欠席会員               8名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            0名 

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 

 夢見て咲いている水のほとり 

 石楠花(しゃくなげ)色に たそがれる 

 はるかな尾瀬 遠い空 
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     「 いつかは、環境委員会 」 

藤永 誉 会員 

  

 皆様、お盆は、いかがお過ごしで

したでしょうか？ 

長雨で日本各地で災害がおきており

ます。 

この場をお借りしてお見舞い申し上

げます。 

 今日は、おかげさまで、ついに２回目のワク

チンを摂取できました。 

城岡会員の太陽パーツさんで職域摂取やってい

て、打たせていただきました。 

ありがとうございます。また、３回目も予約さ

れたとのことで先手先手の対策をされておりま

す。 

 

（１）先週の週報では、宅題を「HTMLプログラ

ミングをやってみよう！」ということになって

おりましたが、先週の木曜の夜に神様が枕元

で、卓題を変えてみたら？とお告げをいただき

ました。ということで、プログラミングのお話

は次回のお楽しみとなりました。申し訳ござい

ません。 

 

（２）HTMLって？ 簡単にいうと、ホームペー

ジをつくるためのコンピュータのプログラミン

グ言語です。卓話の時間では、サワリくらいし

かできないかもしれないですが、折角学んだこ

とですので、アウトプットして頭に叩き込みた

いと思っておりました。 

みなさまは、業者さんに依頼して作成という選

択をされるのが一般的ですが、「自社のページが

どういう構造になっているか」とか、「ちょっと

自分で写真や文章を変更してみたい」とか、「会

社とは別に自分のページをつくって発信してみ

たい」などの時に備えて、サワリで興味が湧い

てくれたらと思いました。 

 

（３）では、本日のメニューは、 

  (ア) 環境委員会？ 

  (イ) なんで環境委員会？ 

  (ウ) どうやって環境委員会？ 

  (エ) きっと環境委員会 

という大きく４つのくくりでお話させていただ

こうと考えております。 

（４）さて、まずはじめに 

❶ 環境委員会？ ってことですけども 

今日お話しさせていただくのは、僕の頭の中の

一部と思って下さい。 

世界には、環境保護団体や NPO・NGOなどの 

環境改善活動を推進する人たちがいっぱいい  

ます。 

 

1. 世界自然保護基金（WWF） 

 パンダのマークでおなじみの この中には、  

 寄付をされてる方もいらっしゃると思いま 

 す。 

2. 国際自然保護連合（IUCN） 

3. グリーンクロスインターナショナル（GCI） 

4. ナショナルトラスト 

5. ウォーターエイド 

などなど たくさんの団体がすばらしいポリシ

ーのもと自然環境の保護及び環境問題の解決を

目的として活動されております。 

 

これらは活動したい！や寄付したい！と思われ

ている人が自ら行動するための団体で興味のな

い人は、その存在も知らないと思います。これ

からは、そういう人にこそ環境に目を向けても

らえるようにしたいと考えております。 

 

楽しく、共感を共有できる場づくりができるの

ではないでしょうか？ 

 

堺北ロータリークラブでも、環境改善に繋がる

活動をすでに社会奉仕委員会の仁徳天皇陵の清

掃や国際奉仕委員会のタイに浄水器寄贈など沢

山やってきました。 

 

（５）❷なんで環境委員会？ 

さて、なぜ環境委員会ということですが、僕は

20代の頃に自由に色んなことをしてきました。 

一時期は、イルカ博士になりたいと本気で思っ

ていました。 

そんな中、こんな衝撃映像を見ました。 

亀の鼻にストローが刺さっていて、それを抜い

ている映像です。 

あまりにも痛々しいので途中で止めます。 

 

（６）❸どうやって環境委員会？ 

では、何ができるかを考えてみました。あくま

でも案です。 

まずは、誰でもできる簡単な「地球に優しい」

を見つける。です。 

卓  話 
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例えば、「地球に優しいハイキング」 

これは、その日地球に優しいことをしながらハ

イキングを楽しむというものです。２つ目は、

共感を生み、共有し、楽しんで広める「環境特

化型 SNS」を運営するということです。投稿の例

としては、「河津桜を植えました」、「自転車通勤

にチャレンジ」とか、「ゴミでアートやってみ

た」などです。これに対して見た人は「いただ

きっ」ボタンを押して共感を示し、投稿者は

「どうぞどうぞ」ボタンで共有し、拡散しても

らうというようなものです。 

 

（７）❹きっと環境委員会 

現在の地球では、様々な未曾有の災害が起こっ

ております。 

人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させ

てきたグラフでは自然のみの状態と、そこに人

間が加わった時の差がしめされています。 

分岐点での対策をすればこの差は、必ず縮まる

はずです。 

また、海面水位の上昇のグラフでは、今のまま

石油を使用していった場合と抑制した場合を比

較しており、こちらも早々に対策を打たなけれ

ばならないと思います。 

国連のアントニオ・グテーレス事務総長は言い

ました。 

「本日の IPCC第 1作業部会報告書は、人類への

赤信号」 

「私たちが今、力を結集すれば、気候変動によ

る破局を回避できる。しかし今日の報告がはっ

きり示したように、対応を遅らせる余裕も、言

い訳をしている余裕もない。」 

 

何年か先には、きっと・・・ 

 

 

 

 

会長 中川 澄 

 

 今日は、残業代のお話です。 

 昔は、「店長をしてもらうと、朝

早く来て準備をし、夜も遅くまで

片づけをする必要がある。労働時

間が１日８時間ではおさまらない

ので、たくさん働いてもらう分、店長手当として

３０万円つけてあげる」と言って、多額の手当て

をつけ、その代わり、店長さんも残業代を請求し

ない、というようなことが普通に行われていまし

た。 

しかし、法律的な観点から言うと、この店長さん

に残業代を請求されると、会社は巨額の残業代を

支払わなければならないことになります。 

就業規則や個別の雇用契約などで、「店長手当」が

残業代（の一部）であることが明示されていない

限り、「店長手当」が残業代として支払われている

とは認めてもらえないのです。その結果、「店長手

当」も含めた高額の給与を基礎に残業代の基礎単

価が計算され、会社は巨額の残業代を支払わざる

を得ないことになります。 

 額面で毎月２５万円支払われることが保証さ

れなければ求人に対する応募がない、という場合、

基本給を２２万円にし、３万円を固定残業代とし

て支払うことは、よく使われる手法です。但し、

この場合、３万円が「固定残業代」であることを

雇用契約及び給与明細に明示しておかないと、先

ほどの店長さんの事案と同じく、３万円が残業代

見合ではないという扱いをされる可能性があり

ます。 

なお、固定残業代であることを明示して３万円支

払ったとしても、実際に行われた残業に対する残

業代を計算して３万円を超える場合、超えた場合

はきちんと支払う必要があります。 

残業代シリーズ、まだ続きます。 

 

 

 

 

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 中田 学 

 

 8月度「ダメ ゼッタイ」募金を行

いました。 

今回は旬の「いせやの水なす」です。 

募金金額は、１２，１９１円でした。 

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

 

（50音順） 

奥野圭作会員 藤永さん、今日の卓話よろしくお  

       願いします。 

北側一雄会員 皆さん、お変わりございませんか。 

       私事ですが、私の行事は 10月 7 

       日（木）に、延長いたします。 

       ご迷惑をおかけしますが、よろし 

       くお願いいたします。 

会長の時間 

 

時間 

 
SAA報告 

 

時間 

 

委員会報告 

 

時間 
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北村勝博会員 藤永先輩、卓話大変楽しみにして 

       います。 

       いつものおだやかな雰囲気で、 

       お話される事でしょうか。 

塩見 守会員 藤永さん、卓話楽しみにしていま 

       す。前回の例会欠席申し訳ござい 

       ませんでした。本日メイクアップ 

       します。 

城岡陽志会員 故郷のレストラン、ホテル付 町 

       営温泉が落雷で火事になりショ 

       ックです。 

       再建をやらないかと言われ、悩ん 

       でいます。 

       もうちょっと若ければと思うが、 

       もう老人になったな～ 

嶽盛和三会員 コロナお互いに気をつけましょ 

       う。二回接種しても感染するよう 

       です。3回目もあるようです。 

中川 澄会員 藤永さん、卓話楽しみにしていま 

       す。北村さん、素晴らしい奉仕活 

       動ありがとうございました。 

畑中一辰会員 藤永さん、ダイエット、ガンバッ 

       テますネー 

       声も小さくなってませんか？              

            合計２６，０００円 

 

◆米山奨学特別寄付・・・濵口正義会員 

 

 

 

 

（１）配布物 

 ・週報   ・ロータリーの友 8月号 

 ・ロータリー財団確定申告用寄付金領収書 

  ・ワクチンスケジュールの案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城岡 陽志 会員 

 

 堺市北区の子供食堂へマスクと支援金を寄付

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北村 勝博 会員 

    

 7 月 30 日例会の外部卓話にてお

話いただきましたワークセンター

つつじ様への協力依頼のお知らせ

を社会奉仕委員会よりいただき、 

現在ＰＣ関連の廃棄は、別業者に御

依頼しておりますので、近々では廃棄用ＰＣは出

てきませんが、当社のものづくりの仕事を一部御

依頼することになりましたので報告致します。 

弊社は障がい者サポートカンパニーとして大阪

府に登録されています。 

現在もワークセンターつつじ様と同業の別福祉

事業のお会社に仕事を依頼してますが、生産キャ

パが少なく困っていました。 

ワークセンターつつじ様に今回当社部品の袋詰

めのお仕事を受けて頂くこととなりましたので

ご報告致します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

 

時間 

 

I SERVE 報告 

時間 

 

  米山功労者 表彰 

 鶴 啓之 会員（第1回 米山功労者） 
8月皆出席表彰 塩見 守会員（第9回） 

例 会 風 景 


