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前回の例会 

2022年 8月 5日(金)第 1960回 

卓 話  「会員増強月間フォーラム」 

卓話者  会員増強委員長 嶽盛 和三 

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) 

〇結婚記念日祝い 該当者なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2022年 8月 19日 第 1960号 

 

2022年 8月 19日(金)第 1961回 

卓 話 「 ロータリーの友月間に寄せて 」 

卓話者  広報委員長 池田 茂雄 

今週の歌  「それでこそロータリー」 

「堺北ＲＣの歌」 

      「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（８月度） 

 塩見 守会員(第１０回) 

◇米山功労者 表彰 

濵口正義会員  

（第９１回 米山功労者 メジャードナー） 

 嶽盛和三会員（第２０回米山功労者） 

 塩見 守 会員 (第１回米山功労者) 

 

 

 

 

 

2022-23年度 国際ロータリーのテーマ 

       「 イマジン ロータリー」 

  国際ロータリー会長 ジェニファーE・ジョーンズ（カナダ・ウインザーローズランド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)  ： 森本芳宣 

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

E-mail ： morimoto@rid2640g.com 

会長：塩見 守  幹事：澤井久和  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 

 2022年 8月 26日(金)第 1962回 

卓 話 「堺市における里親支援について 」 

卓話者 児童養護施設 清心寮  

里親支援専門相談員 井筒 貴史 様 

紹介者 中田 学 会員 

 

本日の例会 

 

時間 

 

＜8月5日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            29名 
出席会員            17名 
欠席会員                     12名 

    ゲスト                        1名 
    ビジター                      0名 

次回の例会 

 

時間 

 

今週の歌 「上を向いて歩こう」 

上を向いて歩う 

涙がこぼれないように 

思い出す 春の日 

一人ぽっちの夜 
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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 

 

２６４０地区の現状について 

過去４年間では、４年前１８００

人台、３年前１７００人台、２年

前１６００人台、本年６月には、

１５００人台まで減少しました。 

６月は毎年退会者が出るが、毎年６０人～９０

人の減少でした。 

本年７月に入り、入会者も増加し、１６００人

台を回復しましたが、コロナ禍のこともあり、

予断を許さない状況です。 

 ２６４０地区には６５クラブがありますが、

一番多い８０人のクラブが１ヶ所、７０人のク

ラブが２ヶ所、２０人未満のクラブが３０ヶ所、 

１０人未満のクラブが１０ヶ所と言った状況で

す。このような事で当地区は減少がひどいので、

この１年間で少しでも回復したい、とガバナー

の言葉です。 

先日、７月２３日に開催されました「クラブ会

員増強・維持委員長会議」に出席致しましたの

で、その報告も交え進めてまいります。 

講演をいただいたのは、昨年の委員長会議にも

講演を戴きました、国際ロータリー第 2840 地区 

パストガバナー 高崎ロータリークラブの田中

久夫先生です。 

田中先生は、2014―15 年度会長に就任した時、

先生が入会した２０年前１００名在籍していた

会員が６４名となり、このままでは２０年先に

はクラブが消滅してしまう危機感を抱き、将来

がないと思い、一年間会員増強に徹し、その年

度の終わりには会員が115名となり、純増５１名

を達成した、実績の持ち主です。現在は１４０

名の会員数ですが、このようになると、出席率

も悪くなり、会員の名前も覚えられなくなりま

す。来年度が７０周年になるので、２クラブに

分けようと思っているとのことです。 

 では、クラブの適正規模は、田中先生によれ

ば、６０～７０名が最適と考えます。ちなみに、

日本で最大のクラブは、東京ロータリークラブ

の350名、最小のクラブは、埼玉に２人のクラブ

があります。合併を嫌い２人で毎年会長、幹事

を交代で行っているようです。 

 昨年同様瑠々説明をいただきましたが、先生

からは、会員増強にとって一番大切な事は、幹

部のやる気であり、会長は勿論、幹事、増強委

員長が、クラブのリーダーとしての器量を高め、

リーダーシップを発揮する事が大切です。それ

には、いままでのクラブの固定観念からの脱却、

先進（革新）性を持った取り組みを行う必要が

あります。 

 地区からは、 

１．増強委員長は単年度ではなく、数年間勤 

めてもらう。 

２．夜間例会の推奨。 

３．リモート会議（ズームなど）の活用。 

４．メークアップ手帳の活用。 

５．テリトリーの廃止。 

以上が地区からの依頼方々お知らせとなります。 

堺北ロータリークラブにおきましても、積極的

に取り組んで参りたいと思います。 

 

 

 

会長 塩見 守 

本日の会長の時間は皆様に気を

付けてほしい話をさせていただき

たいと思います。皆様の身近な方

の新型コロナウイルス感染状況は

いかがでしょうか？私の会社では

２名の陽性者が出てしまいました。幸い家族か

らは出ていませんので生活は普通に行えていま

すが、仕事の方が大変な事になっております。

今日も職人が不足しているので例会前に大阪市

内と美原の現場を2件回ってきましたが、その道

中２件とも交通事故を起こす瞬間を目撃しまし

た。例会終了後にも神戸の現場に行く予定です

ので、次は自分が事故を起こすかもしれません

ので、慎重に運転しようと思っています。暑い

日が続いていますので少し注意力が散漫になり

がちだと思いますが、周囲の確認と飛び出して

くるかも、車線変更してくるかもと想像して運

転をしてほしいと思います。又、新型コロナウ

イルス感染対策で皆様マスクの着用をされてお

られると思いますが、熱中症対策も大事だと思

会長の時間 

 

時間 

 

卓  話 

 

時間 
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います。屋外では積極的にマスクを外していた

だいていいと私は思います。人との距離を確保

して、大きな声で話をしないようにする事で新

型コロナウイルス感染対策になっていると思い

ます。私は建設現場での仕事をしていますので、

マスクは一時間程でぼとぼとになって息が苦し

くなります。周りに人がいない時はあごに降ろ

して作業するようにして、自分の身は自分で守

るという考え方でいいと思っています。その時

の状況に応じた対応が大切だと思いますので、

皆様お気を付けください。それから本日の卓話

は「会員増強月間フォーラム」で嶽盛会員増強

委員長がお世話くださいます。当クラブでも会

員増強は大きなテーマでございますので、とて

も楽しみにしております。来週の例会は休会で

ございますが、再来週は通常例会を開催予定し

ております。週に一度の顔を合わせてお話でき

る大切な例会をできるだけ休会にはしたくない

思いですが、新型コロナウイルス感染状況次第

では考えなくてはいけないとも思っています。

どうか皆様ご自愛くださいまして、共にロータ

リー活動を楽しみましょう！ 

 

 

 

（１）配布物 

・週報 

・ロータリー財団領収書 

・山中名誉会員分、会員手帳用シール 

  

 

 

（会員は 50音順） 

田中眞琴様  父、朝彦が生前には大変お世話

になりました。ありがとうござ

います。 

池田茂雄会員 当クラブの発展に多大のご尽力

をされた田中朝彦名誉会員、ど

うぞ安らかにお眠りください。 

奥野圭作会員 家内の誕生日祝いをありがとう

ございました。又、本日も欠席、

申し訳ありません。 

塩見 守会員 中川会員先日も大変お世話にな   

りありがとうございました。 

嶽盛会員、本日の会員増強フォ 

ーラム卓話楽しみにしておりま 

す。 

嶽盛和三会員 勉強不足ですが、フォーラム宜 

しくお願い致します。 

中田 学会員 誕生日を祝っていただきありが 

とうございます。 

那須宗弘会員 会員増強御苦労様です。今日の 

話し楽しみにしています。 

畑中一辰会員 昨日テレビの撮影ありました。 

7分の番組ですが、朝 9：00～夜 

8：00までかかりました。8/14放 

映ですので見て下さい。 

米澤邦明会員 今までになく欠席させていただ 

きました。出来るだけ出席しよ 

うとがんばっています。人・ 

物・金（ヒト・モト・カネ）の 

内、最初の“人”がほしいで 

す！！ 

     合計３８，０００円 

 

◆米山特別寄付・・・米澤邦明会員 

  

 

 

 

ゴルフ同好会 

「第１０４回 北輪会のご報告」 

代表世話人 北村 勝博 

 

８月６日（土）第１０４回北輪

会が、天野山カントリー倶楽部で

開催致しました。 

お昼休憩中に雨による中断があり

ましたが、皆さん無事１８ホールをホールアウ

トできました。 

ネットでアンダースコアが８名も出るハイレベ

ルな熱戦でしたが、見事 吉村博勝会員が優勝さ

れました。 

次回第１０５回は１０月下旬～１１月初旬を予

定しています。 

どうぞ次回もご参加の程よろしくお願い申し上

げます。 

 

SAA報告 

幹事報告 

 

時間 

 

その他 
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第２回定例理事会 

2022-23年度理事会構成メンバー   

塩見、笹山、畑中、澤井、池田、那須、永富、

平野、池永、中川、綿谷、中田   

（会計監事：坂田）    

日時：２０２２年８月５日（金）例会後  

場所：南海グリル東店 3F 宴   

議案       

１．7月度 ８ＲＣ連絡会ついて - 報告  

２．大阪府医療非常事態宣言中の例会について  

・現状では例会継続    

３．９月９日（金）インフォーマルミーティン 

グについて     

・夜間例会を予定 但し感染状況の様子をみ 

て再度検討     

４. 事務局夏季休暇の件     

・8月 11日（木・祝日）～15日（月）まで  

-承認     

 

7月度堺7RC合同例会委員会･連絡会議事録  

日時：2022年7月 14日（木） 

場所：ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺2F    

「ラ・プリマ」 

ホストクラブ：堺清陵 RC 

＜堺 7RC合同例会委員会＞  

[協議事項] 

①名称変更：堺 7RC合同例会改め「堺 7RC合同フ

ォーラム」に変更。 

②開催日時及び場所：2022年 10月 14日（金） 

16時～18時 30分 

 於：ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 

③テーマ：「ロータリーの在り方」 

④役割分担： 

会場の手配及び見積り→堺ロータリークラブ 

 当日の司会等→堺東ロータリークラブ（10月  

度の連絡会当番クラブ） 

⑤フォーラムの内容： 

テーブル討論会 60分  

懇親会 90分 

 討論会は各テーブルに委員（会長・幹事）を 

配置し司会進行をする。 

 懇親会はお弁当形式も含めて、会員一人当た 

り＠5000円くらいで。（堺RCの見積り待） 

 アルコールの提供は世の中の情勢を見て検討 

する。 

＜堺 7RC連絡会＞  

［議 案］ 

①堺市里親支援機関 子ども家庭支援センター

清心寮の方の次回連絡会出席許可について（堺

北 RC）-承認 

②堺7RC連絡会の当番クラブは経費節減のため飲

料水（ボトル飲料）のみ提供する。 -承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 会 風 景 

８月度会員誕生日祝い 代表 中川 澄 会員 

 

米山奨学生 グェン ティ ホアン オアンさん 
８月度米山奨学金授与 

 

吉
村
会
員 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！ 


