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前回の例会 

2016年 9月 2日(金)第 1721回 

卓  話 「新世代フォーラム」 

卓話者   澤井 久和 新世代委員長 

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 グェン・ティ・パンガー様 

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月度) 

 那須宗弘会員(2日)澤井久和会員(7日) 

 米澤邦明会員(11日)徳田稔会員(17日) 

 北側 和代様(13日)小西 恵子様(18日) 

 米澤 洋子様(21日) 

〇結婚記念祝い(9月度) 

 北側 一雄会員(9日) 

 南埜 貴史会員(9日) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

われ 

 

いつの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

2016年 9月 9日 第 1721号 

2016年 9月 9日(金)第 1722回  

卓  話「ロータリー今、昔 」 

卓話者 宇瀬 治夫 会員 

今週の歌「四つのテスト」 

「ふじの山」 

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月度） 

 坂田兼則会員（第１０回） 

  

 

 

 
2016-17 年度 国際ロータリーのテーマ 

「人類に奉仕するロータリー」 

国際ロータリー会長 ジョン F.ジャーム（米国・チャタヌーガ RC） 

本日の例会 

 

時間 

 

2016年 9月 23日(金)第 1723回  

卓  話「江戸時代東大寺大仏再建物語 」 

卓話者 東大寺上院 院主 平岡昇修様 

紹介者 那須 宗弘 会員 

 

 

＜９月２日(金)の出席報告＞ 

会 員 数            32名 

出席会員            25名 

欠席会員               7名 

ゲスト            1名 

ビジター                   0名 

8月 26日(金)の出席率     93.75％ 

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     : http://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)  ： 福井 隆一郎 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/fukui/  
        E-mail ： fukui2016@wind.ocn.ne.jp 
会長：中田 学  幹事：笹山悦夫  広報委員長：坂田兼則  編集者：池田茂雄 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

次週の例会 

 

時間 
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「新世代月間」 

新世代 澤井久和委員長 

 

こんにちは。堺北RCの澤井です。私はクラブに入会させて頂いて、やっと１０年を

迎えようとしております。紹介者は佐野会員、宇瀬会員です。お二人にはたいへん感謝

しております。堺北RCに入会して、大変良かったと思います。 

本日は新世代フォーラムということですが、毎年卓話で新世代関連をさえてもらって

いるので、もう話せるような事がなくて、今日はクラブ始まって最短時間の卓話となり

ます。 

 

ライラのちょっとした話。 

ライラとはRYLA ROTARY YOUTH  LEADERSHIP AWARDSの略です。 

当然の事ですが、世界共通です。 

日本語では「ロータリー青少年指導者プログラム」です。日本ライラセミナーを実施し

たのは、現在の2640地区です。 

 

1959年オーストラリア・クイーンズランド州の自治権獲得百周年記念祝賀会にイン

グランドのエリザベス女王がアレクサンドリア王女を名代として派遣されました。これ

を機会に同世代の青年たちを招き、王女と会う機会を作ろうという計画がもちあがり、

オーストラリア中から集まった青年リーダーたちのホストをブリスベンRCが務めまし

た。青少年の資質の良さに感心したロータリアン達はこの催しを毎年行う事を決め、各

クラブ２名ずつの青年を選んでブリスベンに招待し１週間、文化・社会・教育プログラ

ムに参加させたのがライラの始まりです。 

 

毎年行っている地区ライラセミナーは地区ライラ委員会が開催させて頂いておりま

す。 

ライラセミナーにセミナー生はもちろんの事ロータリアンにも、もっと興味を持って頂

き、セミナー生の教育をして頂きたく、又ロータリアン同志の親睦を図り、ロータリー

クラブの発展を目指して頂きたい、セミナー生には将来ロータリアンにもなって頂く様

に願います。 

 

今後とも青少年の為に御指導の程宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

22の病気 喫煙が要因「確実」 

会長 中田 学 

 

厚生労働省の有識者検討会は、がんなど 22 種類の病気の発症や病気による死亡の原

因として喫煙が「確実」との判定結果をまとめた。他人のたばこの煙を吸う受動喫煙で

も 7 種類の病気で因果関係があるのは確実とした。国の検討会が日本人への影響を総合

的に判定したのは初。 

厚労省は報告書案を踏まえ、2020年の東京五輪・パラリンピックに向けたたばこ対策を

推進したい考え。報告書案では、国内外の喫煙と健康に関する論文約1600件を分析。喫

煙との関係の度合いを病気ごとに 4 段階で判断した。肺や膵臓など 10 種類のがんのほ

卓話の時間 

会長の時間 
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か、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、などと喫煙の関係について、最高の「推定する証拠が十

分（確実）」と評価した。認知症や関節リュウマチとの関係は「確実」に次ぐ「可能性が

ある」とした。 

受動喫煙について、子供のぜんそくや乳幼児突然死症候群との関係は確実と評価した。

肺がんへの影響は、国立がん研究センターが行った研究結果を採用。家庭での受動喫煙

がある人は、ない人に比べ 1.3 倍高まり、因果関係は確実とした。今後の喫煙対策につ

いて報告書案は、受動喫煙を防ぐため「喫煙室を設置せず屋内の100パーセント禁煙化」

を目指すように訴えた。このほか、たばこ税の引き上げ、たばこの広告の禁止など総合

的な対策を求めた。 

 

喫煙者との関係が「確実」とされた主な病気 

喫煙者では・・・ 

 〈がん〉肺、咽頭、喉頭、鼻腔、副鼻腔、食道、胃、肝臓、膵臓、膀胱、子宮頚 

 〈歯周病〉 

〈心筋梗塞〉脳卒中、腹部大動脈瘤 

〈慢性閉塞性〉肺疾患、結核(死亡)、2型糖尿病 

受動喫煙者では・・・ 

 心筋梗塞、脳卒中、肺がん 

受動喫煙者の乳幼児では・・・ 

 突然死症候群、ぜんそく 

 

 

 

社会奉仕委員会 

「秋の交通安全運動のお知らせ」 

社会奉仕委員長 藤永 誉 

 

会員の皆様には日頃より社会奉仕委員会の活動にご協力頂き、有難うございます。 

さて、下記の通り、恒例の秋の交通安全運動が行われます。会員の皆様は万障繰り合わ

せの上、ご参 

加頂きます様お願いします。 

 

記 

日時：平成 28年9月２６日（月）10：00～11：30 

場所：堺地方合同庁舎前（堺市役所 隣） 

※ジャンパー・帽子 着用お願い致します。メイクアップになります。 

以上 

 

その他 

「池上 彰 公開講演会」のご案内 

幹事 笹山悦夫 

日頃は大変お世話になっております。 

さて、当クラブが後援しております「池上 彰 公開講演会」のチケットをクラブで取

委員会報告 
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りまとめてさせて頂くこととなりました。 

まだ、チケットをご購入されていらっしゃらない方でご興味がおありの方は、堺北 RC

事務局までお申し出くださいませ。 

記 

開催日時：１１月２２日（火） 

受付 16時30分 開場17時00分  

講演 17時30分～19時30分 

会  場：ホテル アゴーラリージェンシー堺４F「ロイヤルホール」 

会  費：2,000円 

代金は、例会場でお預かりさせて頂きます。 

 

 

 

池田茂雄会員 子ども囲碁フェスタの参加申込みがインターネットからできるよう 

になりました。 

國井 豊会員 朝夕、たいぶ過ごしやすくなりました。 

那須宗弘会員 11月22日池上彰公開講演会宜しくお願い致します。 

       誕生日を祝って頂きまして有難うございます。 

山ノ内修一会員 煙草を吸いながら死ねたら本望です。 

宇瀬治夫会員 今日は奨学生ガーちゃんを迎えて。ようこそ！ 

日本語は非常に大変ですね。頑張ってね。悪い日本語ならまかせな 

さい！ 

北側一雄会員 残暑お見舞い申し上げます。秋の訪れももうすぐですかね。 

中田 学会員 久々の多くの皆様、出席有難うございます。 

澤井久和会員 こんにちは！本日卓話５分で終わったらすみません。理事会がある 

ので！！クラブ初、最短卓話記録作ります。宜しくお願い致します。 

米澤邦明会員 皆さん、国家を歌うときは、国旗に体を向けて歌いましょう。 

塩見 守会員 南埜さん北輪会でリベンジです。池永さんいつも有難うございます。 

笹山悦夫会員 ようやく秋の気配がしてきました。これからが活動の本番です。 

嶽盛和三会員 いつまでも暑い日が続きます。ご自愛ください。台風で被害を受 

けられ亡くなられた方々、早期の復旧をお祈りいたします。 

奥野圭作会員 ９月になりました。暑さも心なしか、ましになってきました。 

平野祥之会員 今日は、澤井委員長の卓話楽しみですが、途中退席しますが、お許 

しください。 

南埜貴史会員 先日、中田会長と塩見会員と泉谷会員とゴルフに行きました。楽し 

い時間を有難うございました。来週のコンペでは、くずれないよ 

うに頑張ります。 

合計 ５３，０００円 

 

 

 

（１）配 布 物 週報 

（２）幹事報告 特になし 

ＳＡＡ報告 

時間 

 

幹事報告 

時間 
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（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

   高石ロータリークラブ 

   9月20日(火)→定款第６条第１節により休会 

（４）当クラブ例会変更のお知らせ 

   9月16日(金)→定款第６条第１節により休会 

   10月14日(金)→13日(木)４クラブ合同例会（堺南・堺東南・堺清 

陵・堺北）開会18：00～ 

場所：ホテル・アゴーラリージェンシー堺 

 

 

 

第３回定例理事会 

日 時  平成２８年９月２日（金）例会終了後 

場 所  「南海グリル天兆閣別館「ローズ」」 

理事会構成メンバー 

中田、辰、澤井、笹山、木畑、池田、山ノ内、塩見、藤永、池永、坂田、小西 

計１２名中１１名出席により理事会成立。 

議 案 

（１）堺北ロータリークラブ細則 2016年改訂案の検討 

改訂案を基に出された意見を集約して、会長、幹事で最終改訂案をまとめることで

承認された。 

なお、第10条に「ホームページ委員会」新設、第 13条の第 8節-休会会員、 

第9節-準会員について主に活発な議論が行われた。 

（２）４クラブによる合同例会の開催 

・8月23日、堺北、堺南、堺東南、堺清陵の4クラブが集まり、打合せ 

・10月13日（木）18：00～ 合同例会開催で準備を進める 

   ・ガバナー補佐をゲストとして参加してもらう 

   ・第2回準備会は、9月23日15：30より天兆閣にて（堺北 RCが準備する） 

    以上について、承認された。 

（３）ホームページ最新システム改築について 

   改築費用20万円について、承認された。改築に係るその他の費用等の扱いについ 

   ては、中田会長に交渉を一任する。 

（４）その他 

   ①堺市民オリンピックへ協賛金の協力要請（1万円）については承認。 

   ②タイの塩谷氏の9/30例会参加と歓迎会について 

    当日は当クラブのガバナー公式訪問日と重なるため、改めて当日夕刻に国際奉 

仕委員会主催で歓迎会を行うことについて報告され、承認された。 

 

 

そ の 他 

時間 

 

今週の歌 
「ふじの山」 

あたまを雲の上に出し 四方（しほう）の山を見おろして 
かみなりさまを下にきく ふじは日本一の山 

 
青空高くそびえたち からだに雪のきものきて 
かすみのすそを遠くひく ふじは日本一の山 


