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前回の例会 

 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 

今週の歌 「奉仕の光」 

     「堺北ＲＣの歌」「もみじ」 

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年 10月 1日第 1926号 

 

  2021年 10月 1日(金)第 1927回 

米山月間フォーラム 

卓 話  「 私のふるさと－ ダナン 」 

卓話者  米山奨学生 

     グエン ティ ホアン オアン様 

紹介者  米山奨学委員長 米澤 邦明 

今週の歌 「君が代」「奉仕の光」 

     「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 

 平野祥之会員(11日) 堀畑好秀会員(14日) 

 三上尚嘉会員(18日) 嶽盛和三会員(19日) 

 北村勝博会員(28日) 吉村博勝会員(30日) 

 城岡キヌ子様(4日)  濵口良子様(19日) 

〇結婚記念祝い 

 該当者なし 

 

 

 

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：中田 学 

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 10月 8日(金)第 1928回 

夜間例会 

「ファイヤーサイドミーティング&歓迎会」 

   開会：１８：３０ （受付１８：００） 

     於：南海グリル 東店 3階 

  

本日の例会 

 

時間 

 

＜9月17日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            24名 
欠席会員               6名 

    ゲスト              0名 
    ビジター            0名 
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 進行 会長エレクト 塩見 守  

 

 今回は、5つのグループに分け

て、討論して頂き、グループ長よ

り発表していただきました。 

 

◆グループ長：中川会長 

 グループメンバー：城岡・辰・澤井 (敬称略) 

テーマ① 会員増強について 

・若い人が若い人を連れてこないと難しいのでは。 

・集まれないと増強しにくい。 

・会員内にない業種の方に集中的に声をかけてみ 

 てはどうか。 

・自分がロータリーを好きでロータリーに入って 

 よかったと思っていなければ、誘われた人もぴ 

 んと来ないと思う。 

テーマ② 今後の例会について 

・今のように実際集まるのが良いと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆グループ長：綿谷幹事 

 グループメンバー：嶽盛・田口・池永 (敬称略) 

テーマ① 会員増強について 

・増強は現状でいいのでは。増強より退会防止に 

 努める。 

・女性会員は特に歓迎。 

テーマ② 今後の例会について 

・会員のワクチン接種もほぼ完了しているので、  

 会員家族の健康を第一に例会を開催する。 

・但し酒を提供する集いは考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆グループ長：中田会員          

 グループメンバー：木畑・永富・鶴 (敬称略) 

テーマ① 会員増強について 

・増強の P.D.C.A（計画、行動、チェック、アク 

 ション） 

 急がず様子をみてから。行動の明確。インター 

 アクトで校長先生に声をかける。 

・金曜日の例会は仕事上厳しい。 

 例会日の変更の検討。 

・住宅地でパンフレットの配布。 

テーマ② 今後の例会について 

・曜日、時間の変更。 

・そのままでよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆グループ長：北村会員 

 グループメンバー：坂田・吉村・畑中 (敬称略) 

テーマ① 会員増強について 

・女性会員を増やす。 

・ロータリーに入ると仕事や人に繋がりが持てる  

 メリットを伝える。 

・現役を引退された方、会社オーナーをお誘いす 

 る。 

・銀行のゴルフの会。 

テーマ② 今後の例会について 

・例会食をお弁当にして持ち帰る。 

・例会は開催した方がよい。 

・夜間例会の開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆グループ長：藤永会員          

 グループメンバー：池田・塩見・笹山(敬称略) 

テーマ① 会員増強について 

・有効な方法・・・元会員さんのご子息へアプロ 

テーブル会議 
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 ーチ。 

・ＪＣの方へお誘い。 

 強力なＪＣの影響力を持つ人を作る。 

・会費など年間出費が個人の方には負担大でお誘 

 いが難しい。 

・例会、イベントを楽しいものにする。 

・奉仕活動に奉仕体験として拡大例会のように 1 

 人が 1人お連れする。 

・参加型奉仕活動の開催。 

テーマ② 今後の例会について 

・緊急事態宣言下での例会開催は結果的に正しか 

 ったのでは。 

・3密を避けた会場で、感染防止対策を行っての 

 開催なので安心。 

・今後も開催したい。 

・他クラブから「堺北はやってるの？」という声 

 があるが、「良かったら見に来て下さい！」と 

 お誘いすればいい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 中川 澄 

 

 本日は、中小企業の株主総会の

お話です。 

 社長がお１人で株式を持ってい

る、あるいは、社長とごく親しい

ご親族だけが株式を持っている場

合、正式な手続きを踏んで株主総

会を開いている会社はほとんどないのではない

かと思います。 

しかし、株主が十数名以上あり、そのうちの何名

かが社長とうまくいかなくなった場合や、娘婿に

株を渡していたら、娘が離婚して婿が会社の敵に

回った場合などは、きちんと手続きを踏んで株主

総会を開かないと後々大問題になる可能性があ

ります。 

 中小企業が定時株主総会を開催する場合、原則

として、期日の１週間前までに全株主に対し必要

書類を添付して招集通知を発送します。議題や議

案もきちんと書いておかないと、後から株主総会

の効力が否定されることもあります。 

 何ももめていない会社であれば、商業登記簿登

記手続きに必要なこと、つまり、役員の選任など

だけ株主総会で決めていることが多いのですが、

役員の報酬も、定款で決められていなければ、株

主総会で決議する必要があります。役員の退職金

も同様です。 

 株主総会の招集の仕方や進め方については、実

は、法律で定められた決まりがいろいろあり、守

っていなければ、誰かが決議は無効だと言い出せ

ば、決議の効力が否定されることもあります。 

 株主総会が荒れたり、決議が取り消されたりす

るのを防ぐ根本的な対策は、株式を分散させない

ことです。 

 

 

 

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 

 

 9月度「ダメ ゼッタイ」募金を行い

ました。今回は「八百源のニッキ餅」

です。募金金額は、１３，０００円で

した。皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

広報委員会 

「ロータリーの友 9月号のご紹介」 

広報委員 中田 学 

 

【横組み】 

P4 シャカール・メータRI会長メッ

セージ 

P7 特集 基本的教育と識字率向上月間 

「リテラシーがもたらすもの」 

 リテラシー（英: literacy）とは、原義では「読解 

 記述力」を指し、転じて現代では「（何らかのカ 

 タチで表現されたものを）適切に理解・解釈・分 

 析し、改めて記述・表現する」という意味に使わ 

 れるようです。  

「ヘルプマークを地域の絆に」  

  岡山南RC 木幡篤志氏 

 ヘルプマークは地域のリテラシー 

 の向上に繋がります。援助が必要 

 な方のためのマーク、‘ヘルプマ 

 ーク（右）’をご存知ですか。 

会長の時間 

時間 

 

委員会報告 

 

時間 
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P12~13 に配慮を必要とする人のためのマークが

掲載されていますので、是非ご確認ください。 

【縦組み】 

P64 卓話の泉 「弁護士への頼み方」 

    千里メイプルRC 松田 親男氏 

P62 柳壇 「提灯行列密でやりたい収束後」 

    堺清陵RC 物種 唯修氏 

P20 ロータリーアットワーク 

 「ゴミ拾いはスポーツだ」競技形式で美観を啓 

 発  福島RC 

 市民参加型スポーツとして美化活動で来福歓 

 迎の機運を盛り上げようと企画されたようで 

 す。 

以上ロータリーの友9月号のご紹介です。是非ご

一読ください。 

 

 

 

 

（50音順） 

笹山悦夫会員 先週、例会欠席失礼いたしました。        

       畑中さん、ありがとうございまし 

       た。 

塩見 守会員 本日のテーブル会議よろしくお 

       願いします。 

城岡陽志会員 補助金合格しました。 

       畑中君サポートありがとう。 

嶽盛和三会員 塩見さん、増強お助けいただきあ 

       りがとうございます。 

那須宗弘会員 ニコニコが少ない様ですので協 

       力します。 

畑中一辰会員 辰さん久しぶりです。これから毎 

       回出席お願いします。出席委員長 

       より切なるお願いです。    

平野祥之会員 辰さん、めちゃくちゃ久しぶりで 

       ビックリしましたが、澤井さんが 

       2週連続で出席されているのにも 

       ビックリしました。 

綿谷伸一会員 本日、テーブル会議よろしくお願 

       いします。辰さん元気そうで安心 

       しました。         

            合計２３，０００円 

 

◆米山記念奨学会特別寄付 

       嶽盛和三会員・濵口正義会員 

 

 

 

 

 

 

ゴルフ同好会 

「ゴルフ同好会活動報告」 

代表世話人 塩見 守 

 

 2021年 9月 18日（土）第 101回

北輪会を天野山カントリークラブ

にて開催いたしました。当日は台風

14 号の影響で、予定していたスタ

ート時間を中田会員と天野山カン

トリークラブ様のご尽力により、大幅に遅らせて

いただいたおかげで開催出来ました。ありがとう

ございました。まだまだコロナ感染に気を付けな

がらのプレーでございますが、総勢 27 名のご参

加いただきました。たくさんご参加下さいました

ので、親睦を深め、有意義な時間を過ごしていた

だけたと思います。表彰式では、ご協賛もたくさ

ん頂戴いたしました。中川会長はじめ、西内様、

山ノ内様、鶴会員、中田会員、池永会員、天野山

カントリークラブ様からのご協賛により、華やか

な表彰式になりました。本当にありがとうござい

ました。結果は優勝 泉谷会員、準優勝 西内様、

３位 塩見、ベスグロ賞 中田会員（76）でした。

前回と今回はハンディ改正のためにＷＰ方式で

の開催でしたので、次回はこの結果をもとにハン

ディをつけさせていただきます。年内の開催に向

けて準備をしておりますので、決まりましたらご

案内させていただきます。最後に、ご参加下さい

ました皆様、ご協賛下さいました皆様、本当にあ

りがとうございました。 

 

 

  

SAA報告 

 

時間 

 

その他 

時間 

 

「奉仕の光」 

 

1   小さな光が この街に生まれた 

   大きく育てと 心に誓い 

     さまざまな 色だけど 

   輝く光と 信じ  

     立てよ ！ 友よ ！   

    思いを 尽くせ 

   熱き感動 ！ あなたに ！ 

 

２   やがて光は 明るく広がり 

   すべての命に やさしく語る 

   未来へと 進む道 

   あふれよ 奉仕の光 

   進め ！ 友よ！ 

   我等は ひとつ 

     築け夢を ！ ロータリー ！ 

 


