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前回の例会 2016年 10月 23日(日)第 1727回 
例会変更及び地区大会 

ホテル・アゴーラリージェンシー堺 
受付１１時分 点鐘１２時３０分 

 
前々回の例会 2016年 10月 13日(金)第 1726回  

例会変更及び４クラブ合同例会 
ホテル・アゴーラリージェンシー堺 
受付１７時３０分 点鐘１８時００分 

 
 
 
 
 
 

記念週報をご覧ください 
 

2016年 10月 7日(金)第 1725 回  
卓 話「 職業奉仕フォーラム ～囲碁入門講座～」 

卓話者 職業奉仕委員長 塩見 守 

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(10月度) 

小西幹夫会員( 9日) 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) 新井きみよ様( 4日) 

城岡キヌ子様( 4日) 徳田  洋子様(18日) 

濵口  良子様(19日) 山ノ内淑江様(26日) 

〇結婚記念祝い(10月度) 

 池田  茂雄会員(12日) 山中喜八郎会員(19日) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

2016年 10月 28日 第 1725号・第 1726号・第 1727号 

2016年 10月 28日(金)第 1728回  

卓 話 「五代友厚と堺」 

卓話者 堺市建築都市局交通政策課内 

「未来へつなごう!堺チン電の会」 

      井溪 明 様 

紹介者 堀畑 好秀 会員 

今週の歌「R-O-T-A-R-Y」「旅愁」 

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(１０月度) 

堀畑好秀会員(第３６回) 

國井 豊会員(第３０回) 

木畑 清会員(第 ５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 11月 4日(金)第 1729回  

卓 話「ロータリー財団フォーラム」 

卓話者 山中 喜八郎 委員長 

 

＜１０月 7 日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31 名 
出席会員            22 名 
欠席会員              10 名 
ゲスト            2 名 
ビジター                   0 名 
9 月 9 日(金)の出席率     90.63％ 

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：山ノ内修一 

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 

 

＜１０月１３日(木)の出席報告＞ 
会 員 数            31 名 
出席会員            24 名 
欠席会員               7 名 
ゲスト            1 名 
ビジター                   0 名 

9 月 23 日(金)の出席率     93.75％ 
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「職業奉仕フォーラム ～囲碁入門講座～」 

職業奉仕委員長 塩見 守 

 

本日は職業奉仕についての卓話という事で、どの様な話をさせていただこうかと悩みま

したが、来月に予定しています「第６回子ども囲碁フェスタ・堺」に関連したものに出

来ないかと考えました。 

そこで毎年、子ども囲碁フェスタ・堺でお世話になっております佐々木先生に御相談さ

せて頂きましたところ、快く引き受けていただけました。 

会員の皆様に囲碁を職業とされておられる佐々木先生から、囲碁入門講座としてルール

の説明や囲碁の楽しみ方や魅力など、たくさんの事を学ばせていただきたいと思います。

会員の皆様には積極的にご参加下さいまして、体験式の卓話とさせていただきますので

宜しくお願いします。ここからは佐々木先生に進行をお願い致します。 

「職業奉仕とは？」ロータリー学入門を読ませていただき勉強しました。先ず、職業奉

仕を理解するために心に留めておかなければならないのは「ロータリー運動は倫理運動

である」という事です。ロータリーは倫理運動であるが故に、色々な理念を提唱して様々

な原理を開発して来ました。その原理の中で「これこそロータリーだ」という事を象徴

的に表しているのが、実は職業奉仕なのであります。 

この点を捉えて、誰言うとなく感覚的に唱えられ出したのが「ロータリーのロータリー

たる所以は、職業奉仕の実践にあり」という言葉でありました。 

ところで、職業奉仕という言葉は「ロータリーの専門用語」であります。一般世間の人

達はこのような言葉は使っていません。辞書を引いても、職業奉仕という言葉はありま

せん。考えてみれば、これは奇妙な言葉であります。何故ならば「職業」というものは、

私達が生きていくための所得を得る手段であって、これは「自分のためのもの」であり

ます。 

一方「奉仕」というものは、世のため人のためのもの、即ち自分以外の「人のためのも

の」であります。このようにエネルギーの方向が全く正反対の二つの言葉を、一つに合

体させて職業奉仕と言っているのでありますから、解りにくいのも無理はないのかも知

れません。「果たして、自分のためのものである職業が、人のためのものである奉仕のテ

ーマになり得るのでしょうか？」「職業を営むこと、即ち金を儲けることが、何故、世の

ため人のための奉仕となるのでしょうか？」「職業を奉仕と考えるためには、一体いかな

る考え方が必要なのでしょうか？」この点が解らないと、職業奉仕は永久に解らないこ

とになるのであります。この点がまた、職業奉仕は解りにくいと言われる一つの原因で

あろうかとも思うのであります。世間一般の考え方からすると、職業は所得獲得の手段

であり、自分のためのものであって、世のため人のためという考え方は存在していませ

ん。したがって、職業と奉仕はそれぞれ別の世界に存在するものと考えることになりま

す。この考え方からすれば、職業を営むことが同時に奉仕になるとは考えられませんの

で、世のため人のために奉仕しようとすれば、職業以外の方法によらざるを得ません。

例えば、職業によって金を儲けますと、その金の一部をもって奉仕するとか、自分の労

力や時間の一部を割いてボランティア活動をするとか、いわば困った人を助ける「弱者

救済」をもって、奉仕と考えるわけであります。したがって、職業をもって奉仕と考え

ること、即ち、職業イコール奉仕と考えることは出来ないのであります。ところが、ロ

ータリーの考え方は職業を営む心（金を儲ける心）も奉仕の心（世のため人のために尽

くす心）も、同じ一つの心だと考えます。即ち「一つの心をもって職業を営み且つ奉仕

をする」と説くのであります。言い換えれば「世のため人のために奉仕する心をもって

卓話の時間(10月 7日) 
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職業を営むべし」と説きます。したがって、この考え方では必然的に、職業を営む過程

に世のため人のためにという倫理性を要求することになるのであります。 

 

 

 

会長 中田 学 

 

出口日出麿氏の文章 

どんなにつらい環境にあっても、これを切り抜けようと努力を続けるところに人生はあ

る。 

いたずらに他をうらみ、世を呪ってはならない。 

何かに向かって働くのが人生だ。 

貧乏になってみて、はじめて貧乏のどれほど辛いものであるかがわかる。 

病気になってみてはじめて、病気の人の気持ちが理解できる。 

死んでみて、はじめて死というものが理解できる。 

宇宙は大学であり、真理はどぶの中にも転がっている。 

たえず何かを求めて、あがき苦しみ、もがき苦しみ、もがき呻いて、そしてついに何か

を悟ることができたら、人生は成功だ。 

悟っただけの世界へ、死後は運ばれるのだ。 

ある与えられた道筋より外へは出られないのである。 

しかし、その道筋というのは、決して、最初から一定不変の絶対的なものではなく、そ

の方向は絶対的であっても、その長所や道幅は、人間の努力一つでどんなにでもなるも

のである。 

どうしても、情を主とし、親しみを先にしてからでなくては、しっくりとゆくものでは

ない。頭の生活はゆきづまる。腹の生活でなくてはならない。 

 

 

 

広報委員会 

｢ロータリーの友・9月号の紹介｣ 

広報委員会 池田茂雄 

左びらき 

(１)クラブ例会への出席率 

（2016年6月年度）（P.52）  

・当、第 2640地区の平均出席率、「85.67％」 

・日本全地域の地区平均出席率、 「84.75％」 

・堺地区「11」クラブの平均出席率、「86.73%」 

・当、堺北クラブの平均出席率、 「82.55%」（堺地区「11」クラブ中、8番目です） 

・当クラブは、｢当地区平均値｣・「日本全国平均値｣・｢堺地区平均値｣、どれよりも下廻  

っております。頑張りましょう。 

(２)アトランタ国際大会に参加しょう（P.13） 

アトランタで 100年前に誕生した「ロータリー財団」で、直近の年間寄付金額が270億

円にまで成長した。 

(３)米山記念奨学会の事業（P.38） 

寄付金には、「普通寄付金」と「特別寄付金」とがありますが、当クラブは、前者 

が「年間 6,000円」、後者が基本的には「年間 20,000円」の寄付を行っております。米

会長の時間(10月 7日) 

 

委員会報告(10月 7日) 
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山記念奨学金には、年間 15億円の寄付金が寄せられています。 

(４)RI会長メッセージ（P.3） 

アメリカが第一次世界大戦に参戦した 1917年（大正6年）のすぐあとに、ジョー

ジア州アトランタで第８回年次大会が開催され、「ロータリー財団」が誕生しまし

た。今年はそのロータリー財団誕生 100周年記念の年です。 

(５)ロータリーの友発行（P.8） 

全世界人口73億人の中で、「ロータリーの友」が 30の国及びは地域において発行

されております。もちろん、ロータリークラブのない国は除かれます。 

(６)「ロータリーの友」7月号から少し変りました。（P.10） 

1953年(昭和28年)に創刊号発行以来、｢B5判｣サイズの友誌が、7月号から｢A4判｣   

となりました。 

(７)ロータリー財団100周年を祝おう（P.24） 

2016年11月27日(日)東京丸の内南側「JPタワー」に於て、「日本ローター学友

会」のもとで開催されます。 

(８)東京ロータリー誕生から、2020年で100周年 (P.40) 

「日本のロータリー100周年委員会」では、4年後の諸準備を進めております。 

(９)韓国ソウルで国際大会開催（P.45） 

今年5月にソウルで開催された国際大会では、当地区「フェニックス RC」の米田

眞理子会員がリーダーとなって「女性会員の増加」について協議された。 

右びらき 

(１) 若者の支援について（P.4） 

(２) 俳壇 

・大澤得平氏（堺RC） 

・米田眞理子氏（堺フェデクス RC）（P.20） 

 

 

 

綿谷 伸一様 創立３６周年迎えられ誠におめでとうございます。 

池田茂雄会員 結婚記念のお祝いを頂き有難うございます。  

那須宗弘会員 堺北RC創立３６周年、おめでとうございます。 

宇瀬治夫会員 佐々木様、本日はよろしくお願いします。 

坂田兼則会員 佐々木様、本日はよろしくお願いします。 

中川 澄会員 佐々木先生、本日の卓話楽しみにしています。 

塩見 守会員 佐々木先生、本日はお忙しい中、職業奉仕の卓話にようこそ堺北RC 

にお越しくださいました。よろしくお願いします。皆様囲碁を楽し 

みましょう。 

合計 ２９，０００円 

 

 

 

 

堺北ロータリークラブ会員一同 

４クラブ合同例会の盛会と皆様のご健勝を祈って。 

合計 ２３，０００円 

 

 

ＳＡＡ報告(10月７日) 

時間 

 

ＳＡＡ報告(10月 13日) 

時間 

 



 - 5 - 

 

 

 

（１）配 布 物 週報 

        ロータリーの友 9月  SAKAI ASEAN WEEK 

        卓話「囲碁入門講座」資料 

（２）幹事報告  

①本日、例会終了後理事会を開催いたしますので、理事・役員の方はお集まりくだ 

さい。 

  ②来週の例会１０月１４日は、例会変更及び４クラブ合同例会１３日(木)１８時       

   ～ホテル・アゴーラリージェンシー堺にて開催いたします。 

  ③１０月２１日の例会は、例会変更及び地区大会 １０月２３日(日)受付１１時 

ホテル・アゴーラリージェンシー堺にて開催いたします。 

 

 

 

（１）配 布 物 プログラム 

（２）幹事報告  

   今回の４クラブ合同例会の合同週報作成につきましては、堺北ＲＣが担当させて

いただきます。大変ご面倒をお掛け致しますが、各クラブご担当の記事につきま

しては１０月１７日（月曜日）までに送信していただければ幸いです。なお、合

同週報はすべての記事をいただいてから約１週間から１０日ほどで皆様にお届け

することができると思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

  

 

第4回定例理事会議事録 

日時 平成２８年１０月７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  

１２名中、１１名出席のため、理事会成立 

 

議 案 

（１）堺北ロータリークラブ細則の最終改定案の検討（別紙参照） 

①最終改定案について藤永前幹事より説明があり、活発な質疑の後、承認され

た。 

②改定案は、11月4日例会に提案し、11月18日例会の会員総会において承認を     

求める。 

（２）４ＲＣ合同例会開催（10/13）の進捗状況の報告 

進捗状況及びプログラム案が報告され、承認された。 

（３）９月度堺９RC連絡会の報告（別紙参照） 

9月度堺9ＲＣ連絡会議事録に基づき報告、承認された。 

（４）山崎会員の退会届に対する対応について 

   山崎会員の退会届については下記の通り、承認された。 

①平成28年9月30日、山崎会員より中田会長に対し口頭よる退会の意思表示が    

幹事報告(10月 13日) 

時間 

 

幹事報告(10月 7日) 

時間 

 

その他(10月 7日) 
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 正式にされたため、同日をもって退会とする。 

②「準会員制度」利用の提案に対しては、検討してみるとの返事であったので、 

今後は、準会員としての関係を維持できるよう働きかける。 

（５）薬物乱用防止啓発運動大会（11/27）への協力（別紙参照） 

   薬物乱用防止啓発運動大会については下記の通り承認された。 

①寄付金320,000円の協力を行う。 

②大会参加については社会奉仕委員会から委員会メンバーが参加する。 

（６）その他 

   ①各委員会活動の継続性を保証するための処置についての提案について 

    提案の趣旨に応えるには、新たに資料を作成するのではなく、従来のアッセン     

    ブリ資料を有効活用することによって十分可能であるとの結論になり、承認さ    

    れた。 

②次期役員体制の提案について 

    辰会長エレクトより次期役員体制案が提示され、承認された。 

   ③国際奉仕委員会よりの報告 

    池永国際奉仕委員長より下記の予定が報告された。 

・タイのロイエットＲＣ及びノンケームＲＣの合同訪日計画があり、今年 11月    

 の第3週～第4週目に予定されている。詳細については調整中。 

・例年のタイ浄水器寄贈プログラムは、来年 3月初旬を予定している。 

 

堺９RC連絡会 

日時 平成28年9月23日（金）14：30～  

場所 南海グリル天兆閣別館「ローズ」4階 

＜連絡事項＞ 

１. 第23回大阪府立大学留学生日本語弁論大会への寄付のお願い（堺清陵 RC） 

  副学長石井実氏より挨拶、同大学国際・地区連携課長の龍ケ江信一郎氏より実施要    

領及び運営について説明があり、承認された。 

２．地区大会記念ゴルフ大会のお願い（竹山記念ゴルフ実行委員長より）（堺 RC） 

  同記念ゴルフ大会実行委員長の竹山嘉平氏（堺ＲＣ）より進捗状況が報告され、 

９ＲＣが積極的に協力することで承認された。 

なお、既に同記念ゴルフ大会には 150名以上の申込みがされているとの報告があっ    

た。 

３．創立３０周年記念式典へのご出席のお願い 

創立３０周年記念ゴルフコンペへの参加のお願い（堺泉ヶ丘 RC） 

  堺泉ヶ丘ＲＣより創立30周年記念式典と記念ゴルフコンペの開催について報告さ 

れ、同記念行事への９ＲＣの積極的な参加・協力依頼があり、承認された。 

４．第６回子ども囲碁フェスタ・堺 後援名義借用のお礼並びに、御案内（子ども囲碁

フェスタ・堺 大会実行副委員長藤永より）（堺北 RC） 

  子ども囲碁フェスタ・堺大会実行副委員長の藤永誉氏より後援名義借用のお礼及び   

同大会の進捗状況と協力依頼が報告され、了承された。 

５．その他 

  ① 池上彰 公開講演会のお知らせ（堺北 RC） 

    堺北ＲＣとして積極的に協力している池上彰公開講演（花園大学同窓会主催）    

    の開催と協力依頼について、藤永誉氏（堺北ＲＣ）がポスター・チラシと共に    

報告し、了承された。 
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３６周年記念 

「乾杯の挨拶」 

堀畑チャーターメンバー 

 

 

 ～囲碁入門講座～ 

佐々木先生 

有難うございました！ 


