
- 1 - 

 

前回の例会 

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 

今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」 

     「バースデーソング」 

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(９月) 

 那須宗弘会員(2日) 澤井久和会員(7日) 

 米澤邦明会員(11日) 

 北側 和代様(13日) 米澤 洋子様(21日) 

〇結婚記念祝い(９月) 

 北側一雄会員(9日) 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2021年 9月 10日第 1924号 

 

 2021年 9月 10日(金)第 1925回 

卓 話「 Instagramに出逢って変わる 

    人生とケーススタディ、ぷち活用術 」 

卓話者  Atelier Plavaruza(ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗﾊﾙｰｻﾞ) 

     代表 本吉 安希子 様 

紹介者  平野 祥之 会員 

今週の歌 「日も風も星も」 

     「上を向いて歩こう」 

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 (９月) 

 坂田兼則会員（第１５回） 

 

 

 

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：那須宗弘 

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 17日(金)第 1926回 

      「 テーブル会議 」 

テーマ ① 会員増強について 

    ② 今後の例会について 

進 行   会長エレクト 塩見 守 

本日の例会 

 

時間 

 

＜9月3日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            21名 
欠席会員              10名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            0名 
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   「 ロータリーの友月間フォーラム 」 

広報委員長 池田 茂雄 

 

 国際ロータリーの特別月間では、9

月は「基本的教育と識字率向上月間」

となっておりますが、我が国では日

本独自の特別月間として「ロータリ

ーの友月間」というのがあります。本

日は、その「ロータリーの友月間フオーラム」と

いうことでございます。そのほか日本独自の特別

月間としては、10 月の「米山月間」があります。

これは日本独自の法人ですからね。 

「ロータリーの友月間」と言うことで何を話そう

かと考えたのですが、「ロータリーの友」について

は、「広報委員会」の役割の中に明記されておりま

すので、そのあたりから、お話しさせて頂きます。 

城岡会長年度において、それまであった 17 委員

会が、10委員会に整理統合されました。 

その時、「雑誌広報委員会・クラブ会報委員会・記

録文献委員会」の三つの委員会が整理統合されて

「広報委員会」となりました。 

（1）「ロータリーの友」 

  ・ロータリーの友誌に対する会員の関心を喚起 

  するよう努める。 

  ・このため、毎月号についてロータリーの友誌 

  の内容を例会で紹介する。 

  ・図書館、病院、学校などの閲覧室に置いても 

  らうべく特別に取り計らってもらうべく努 

  める。半年ごとの申し込みですが、購読料は 

  一冊 220 円で半年分 1.320 円です。皆さん、 

  どうでしょうか、お願いします。 

  ・ロータリーの友編集者に、我がクラブのニユ 

  ース資料や写真を送付し、ロータリーの友誌 

  をクラブのために適切な宣伝に活用する。 

（2）「クラブ週報の発行」 

 ・クラブ週報の発行により、近づく例会プログ 

  ラムを発表し、前回例会の活動状況を報告す 

  る。 

 ・このことが、会員からのクラブに対する関心 

  を促し、出席率の向上、親睦の増進に役立つ。 

 ・クラブ週報を通して、全会員のロータリー教 

  育に寄与する。 

 ・毎週発行する週報に例会行事や活動状況など 

  を掲載することで、欠席された会員皆さんに 

  も役立てていただく。 

（3）「例会や各種行事の整理保存」 

 ・毎週発行するクラブ週報に、例会や各種行事 

  を載せることで、そのことが記録保存にもつ 

  ながる。 

 ・当委員会としては、例会や各種行事を詳細に 

  載せることが重要であるが、そのためには、 

  各委員長・副委員長・委員の皆さんから出来 

  るだけ詳細な報告を頂けるようお願いしま 

  す。 

（4）「ロータリーの友月間」ということで、手引 

  書が届いています。 

 ・発行部数 

  国際ロータリー（RI）1種類   500.000部 

    日本          1種類   91.600部 

   その他の国及び地域 31種類   657.095部 

      （33種類 発行 1カ月部数 1.248.695部） 

 ・「友」へ投稿は、ロータリアンだけでなく・ロ 

  ータリー家族・事務局の方もできる。 

 ・「友」に広告が出せる。表 2・表 3（カラー）   

  680.000円など。 

 ・「友」電子版あり・「ユーザーコード」・「パス 

  ワード」・は共に「rotary 」です。 

    2014年 1月号以降の発行分からです 

 ・我が国の「友」は、「一般社団法人ロータリー 

  の友事務所」が編集し発行している。 

 ・「友」が買えるのは「友事務所」からだけであ 

  る。 

 ・「RI発行」の「友」は、昨年８月号までの名 

  称は「THE ROTARIAN」だっかが、9月号以降 

  は、「ROTARY」となり名称が変更された。 

  全て大文字 その他、全世界で発行の友は 

 「Rotary」で、頭文字のみ大文字。 

 ・「友」に投稿した原稿は 100％掲載されるとは 

  限らない。 

  ロータリーの公共イメージ向上に役立つも 

  のであること。 

  外部からの反響が大きいほど良いのです。 

    40周年記念例会のことを投稿しましたが、自 

  分のクラブのお祭りごとはダメと言われて 

  断られました。 

（5）「子ども囲碁フェスタ・堺」の参加者の中か 

  らプロ棋士が誕生したことについて「友」に 

  投稿しました。早くて 12月号に載せてもら 

  えると思います。 

  第一回目から第三回目まで「友」に載せても  

  らいました。 

  調子に乗って四回目も投稿しましたが、連続  

  ですので今回は勘弁してくださいと言われ 

  ました。 

  そのショクで、以来、子ども囲碁フェスタに 

卓  話 
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  ついては出すのを止めていましたが、今回、 

  久しぶりに投稿しました。 

  10回以上投稿していますが断られたのは、先 

  ほどのと、この二回だけです。 

 

 

               

会長 中川 澄 

 

 残業代の話の続きです。 

 だらだら仕事をして残業代を請

求されるのは困るから、残業を事

前承認制にしてはどうかと考える

方は多いようです。しかし、残業

事前承認制が機能していると裁判

所に認めてもらうためのハードルはかなり高い

と思われます。 

 残業事前承認制が有効で、承認なき残業が原則

として労働時間としてカウントされないものと

された判例がどのような事案だったかご紹介し

ます。 

その会社では、就業規則で、時間外勤務は直接所

属長が命じた場合に限り、所属長が命じていない

時間外勤務は認めないことが明記されており、そ

の会社の時間外勤務命令書には注意事項として、

「所属長命令の無い延長勤務および時間外勤務

の実施は認めません」と明記されています。そし

て、時間外勤務命令書には労働者が本人確認印を

押印する形式になっています。 

実際の運用においても、原則として夕方（１６時

頃）、従業員に時間外勤務命令書を回覧し、従業員

に時間外勤務の希望時間等を記入させて本人の

希望を確認し、所属長が内容を確認し、必要であ

れば時間を修正したうえで、従業員に対して時間

外勤務命令が出されていました。そして、従業員

は時間外勤務終了後に時間外勤務命令書の「実時

間」欄に時間外勤務にかかる実労働時間を記入し、

所属長が翌朝「実時間」欄に記入された時間数を

確認し、必要に応じてリーダーおよび従業員本人

に事情を確認し、従業員本人の了解の下で前日の

時間外労働時間数を確定させていました。 

 これくらい厳格に事前承認制を徹底させない

と、事前承認のない残業を「勝手にやったので労

働時間ではない」と主張することはできません。 

 判例では、「会社が残業しなければ終わらない

くらいの量の仕事を与えた」「従業員が残業して

いるのを長期間会社が黙認していた」などの理由

で、事前承認なき残業について残業代請求を認め

たものがほとんどです。 

 

 

 

創立 40周年記念誌編集委員会 

「記念誌発行について」 

創立 40周年記念誌編集委員長  

池田 茂雄 

 

 記念誌編集委員会からのお知らせ

です。 

このように立派な「創立40周年記念

誌見本」が出来上がりました。 

(1) 前回の30周年の時以降に備蓄してきました 

 活動記録3分の1 

(2) 今回皆さんから頂いた原稿3分の1 

(3) 今回新たに作成した原稿3分の1 

これらの原稿を事務局でまとめてパソコン上で

データ化して仕上げて頂きました。 

このデータを藤永会員の方で業者の企画に合う

ように加工していただいて、業者に発注し製本に

してもらう事となります。このデータ加工に 2～

3 カ月が必要との事ですが、藤永会員、宜しくお

願いします。ありがとうございます。 

出来上がりが、9 月ごろと申しておりましたが、

皆さんにお渡しできますのは 12 月ごろとなりま

す。前回は業者任せだったのですが、今回はこち

らサイドでの作業なので、本来の業務の上に、こ

の記念誌がのっかかってきますので事務局も大

変な作業でした。 

坂上さん、ありがとうございます。 

それに、前回までの反省を踏まえて、校正を何回

も何回も委員の皆さんに入念に行って頂きまし

たので、このように遅くなりました。申し訳あり

ません。 

ご参考までに「記念誌見本」を回覧しますので、

ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 

時間 

 

委員会報告 

 

時間 
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（50音順） 

塩見 守会員 北村会員、ご迷惑をお掛けしてお 

       りますが、よろしくお願いします。 

       池田会員、卓話楽しみにしていま 

       す。 

嶽盛和三会員 池田先生卓話楽しみにしており 

       ます。宜しくお願い致します。 

       中川先生、先日はありがとうござ 

       いました。 

畑中一辰会員 うちの社員が2級船舶の免許取り 

       ました。綿谷さん、又ボートお借 

       りさせて下さい。         

             合計９，０００円 

 

 

 

 

（１）配布物 

 ・週報 

 ・今年度活動方針、活動計画・前年度活動報告 

  書（アッセンブリー資料） 

 

 

 

 

第３回 定例理事会 

2021-22年度理事会構成メンバー 

 中川、塩見、笹山、綿谷、池田、木畑、坂田、 

 中田、池永、藤永、畑中（会計監事：永富） 

日時：２０２１年９月３日（金）例会後 

場所：「南海グリル 東店3Ｆ」 会議室 

議案：   

１．8月度 8ＲＣ連絡会について  

 ・中止のため報告事項なし 

２．NGO法人プルメリアへの支援報告について 

 （池永国際奉仕委員長） 

 ・クラブより 1口、会員より 3口 支援する  

  －承認 

３. 「令和 3年 8月佐賀・長崎豪雨災害」支援金 

  について 

 ・効果的な支援先を探してから検討する 

４．クラブ慶弔規定 改正（案）について 

 （塩見 直前幹事）- 承認 

５. 「第 10回子ども囲碁フェスタ･堺」について 

 ・新型コロナウイルスの感染拡大を鑑み、今年 

 度開催は中止とする - 承認 

６．9月 17日テーブル会議のテーマの件 

 ①会員増強について ②今後の例会について  

 進行は塩見 会長エレクトにお願いする 

 - 承認 

７．今後の例会について 

 ・引き続き感染防止対策を心がけながら継続す 

 る – 承認 

８. 白木会員 退会の件 – 承認 

９. 外部卓話へのお礼について 

 ・紹介者と相談の上行う – 承認 

10. 事務局員 退職金掛金について – 承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAA報告 

 

時間 

 

幹事報告 

 

時間 

 

9月度 会員・奥様誕生祝い代表 米澤邦明会員 

例 会 風 景 

その他 

 

時間 

 

今週の歌  

「 上を向いて歩こう 」 

 

上を向いて 歩こう 涙が こぼれないように 

思い出す 春の日 一人ぼっちの夜 

 

上を向いて 歩こう にじんだ 星をかぞえて 

思い出す 夏の日 一人ぼっちの夜 

 

幸せは 雲の上に 幸せは 空の上に 

 

上を向いて 歩こう 涙が こぼれないように 

泣きながら 歩く 一人ぼっちの夜 

米山奨学生 グエン ティ ホアン オアンさん 

９月度米山奨学金 授与 


