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前回例会の報告 

2013年 10月 4日(金)第 1585回 

卓   話「 私の食えない時代など 」 

卓 話 者 三上 尚嘉 会員  

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 

○会員・奥様誕生祝い(10月度) 

  小西幹夫会員( 9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) 

○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) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

  

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  〒590-0024堺市堺区向陵中町2丁5-10 杉本ビル5-B・Tel:(072)255-1200番 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 PANTARON   Tel:(072)228-3988番  （魚太郎直通電話） 

 URL   :  http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第2640地区) 久保治雄（クボ ハルオ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.org/kubo/ 

         E-mail ： kubo-2013@rid2640.org 

会長：城岡陽志  幹事：中川 澄  広報委員長：塩谷圭一 編集者 :坂田兼則 

2013年 10月 11日第 1585号 

本日の例会 

 

時間 

 

2013年 10月 11日(金)第 1586回 

卓   話「 広報委員会だより 」 

卓 話 者 池田 茂雄 会員  

今週の歌「Ｒ－Ｏ－Ｔ－Ａ－Ｒ－Ｙ」 

「忘れな草をあなたに」 

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 

○皆出席表彰（10月度） 

 堀畑好秀会員(第 33回) 

 新井茂文会員(第 29回) 

 國井 豊会員(第 27回) 

 木畑 清会員(第 2回) 

○ロータリー財団表彰 

 中田 学会員(マルティプル P.H.F) 

  

2013年 10月 18日(金)第 1587回 

卓 話「 未定 」 

卓話者 山中 喜八郎 会員 

次回の例会 

 

時間 

 

＜10月4日(金)の出席報告＞ 

会 員 数(会員32名･準会員１名) 33名 

出席会員             24名 

出席準会員              0名 

欠席会員               9名 

ゲスト                0名 

ビジター              0名 

8月 30日(金)の出席率  84.37％ 

 

http://www.sakai-kita.jp/
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会 長 の 時 間 

卓     話  

 

「私の食えない時代など」 

会員 三上尚嘉 

本日はこの開口神社へようこそお越し下さいました。まずは御礼申し上げます。 

 さて今日は、つい二・三日前に会長から卓話の話しがありまして、突然の事で何も原稿

を用意しておりません。話がよくわからなくなると思いますがお許し下さい。 

 会長からは、食えない時代の事について話をする様に皆に言っていると聞きました。私

は生まれも育ちも今に至るまで、学生時代を除いてずっとここに住んでいます。大人にな

って仕事場もここです。神主というのは、親も言っていましたが贅沢を言わず食うだけな

ら何とかなるものです。だから大人になって食えない時代はありません。その代り、皆さ

んが元気な時も私には関係ありません。皆さんが苦しいときは、なぜか私も苦しいのです。

これって不公平だと思いますが、これが神主です。戦後の焼け跡の時代が、私の本当の食

えない時代でしたが、幼稚園に行くまでの事なので、責任をもって言うことではありませ

ん。 

 話は変わりますが、一昨日の２日は伊勢神宮 内宮の遷宮でした。テレビで拝見してい

てもたいそうな儀式だなと感じます。式次第自体は我々のお宮の遷宮と本質的には変わら

ないのですが、しかしやはり違います。当然ですが違います。日本の文化が凝縮されてい

ます。募財の卓話の時もお話しましたが、建造物といい、御神宝といい日本の歴史が編み

出してきた文化の継承という大変な事を担う事業でもあります。伊勢ではこれから沢山の

御社が順次新しいお宮の社殿へと神様が遷座されていきます。当分お祝いムードが続きま

す。 

 会員の皆様には、この伊勢神宮の式年遷宮への募財にご協力いただき、有難うございま

した。堺への募金額割当の満額とはいきませんでしたが、私の予想よりだいぶ上回りまし

た。大阪は前回と比べて、企業の本社を東京へ移転、支店の集約等があり、堺では割当額

等無視して募財活動を始めましたが、お陰様で結果はまずまずの首尾でした。重ねて御礼

申し上げます。 

 大変短くて申し訳ありませんが、今日はこれくらいで納めさせて頂きます。有難うござ

いました。 

 

 

 

会長 城岡陽志 

今日はメンバーの三上会員の、ご厚意で例会場・理事会を神社で行うという親睦委員会の

深い思い入れで実施できました。 

２日前伊勢神宮において２０年に一度の遷宮の儀式が行われました。テレビで大々的に報

道されていました。詳しい話は三上会員から聞けると思いますが、この絶妙のタイミング

に開口神社で例会を実施する親睦委員会の企画に、大変感銘を受けています。我々は常日

頃、神仏に対する信仰心も薄く、初詣ぐらいにしか手を合わさず、罰当たりが現実です。

今日は常日頃の、平和や家内安全に感謝して有難く三上会員の卓話を聞きたいと思います。 
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委 員 会 報 告 
 

広報委員会 

「ホームページの更新」 

広報委員会  池田茂雄 

 

 「堺北ＲＣ・ホームページ更新」は、毎月１回行っており、常に新鮮味のある内容にす

べく努めております。今回、「9月 28日(土)」に更新を行いました。城岡年度からは、毎

回の「クラブ週報」すべてをホームページ上に掲載し、会員の皆さまに目を通して頂ける

場が広がりました。 

 次に、笹山会員、ホームページ立ち上げおめでとうございます。又、７月にご入会され

ました「濵口・池永・畑中・嶽盛各会員」のホームページも含め、アクセスできるようセ

ッティングさせていただきました。ご覧くださいませ。 

 次に、「会員専用ページ」ですが、このページの中には、会員お一人、お一人の各種情

報が保存されております。例えば、「例会への各人別出欠状況・ニコニコ・財団・米山・

基金などへの各人別寄付実績、それに現在及び過去の会計情報・会員情報など」たくさん

の情報がいっぱいです。但し、このページに入るには、「Ｐ．Ｗ」が必要ですが、この「Ｐ.

Ｗ」については取扱注意のほど宜しくお願いいたします。 

 最近、当クラブＨＰへのアクセスが増加しておりますが、徐々に関心が高まりつつあり

ます。 

 有り難うございます。 

 

社会奉仕委員会 

「仁徳天皇陵 清掃活動のご案内」 

社会奉仕委員長 坂田兼則 

                       

平素は社会奉仕委員会の活動にご協力いただきましてありがとうございます。 

さて、恒例の秋の仁徳天皇陵清掃活動が下記の要領で開催されます。何かとご多忙のこと

かと存じますが、多数の皆様のご参加をお待ちしております。 

記 

日 時：２０１３年１１月３日（日）午前10時～ 

集合時間：午前９時３０分 

集合場所：仁徳天皇陵 正面拝所前 

準 備 物：クラブジャンバー・帽子 

          家族の方は自由です。 

     ※ 清掃用具等は委員会で準備致します。 

備  考：雨天等中止の場合は、午前８時までに参加予定者の皆様に当方（坂田） 

よりご連絡致します。当日の件でのお問合せは携帯 090-2114-7671坂田まで 

お願いいたします。 

尚、雨天中止の場合には次回予定１１月１０日（日）となります。 

当日はメイクアップ扱いと致します。 
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新世代委員会 

「地区青少年・ライラ委員会からのお願い」 

新世代委員長 澤井久和 

下記の内容を御理解頂き、それにふさわしい青少年を見出して添付した書類にご記入の上、

堺北ＲＣ事務局までＦＡＸ下さいますようお願い申し上げます。 

 

[本年度地区ライラの意義] 

・各地域でのいろんな活動をされているリーダー的な青少年を推薦・表彰し、将来の「ラ

イラリアン」としての育成・強化を目指す。 

 

[ライラ活動の計画] 

・各ロータリークラブにおかれましては、ライラ（RYLA）「ロータリー章典 41.060.」

の基本に基づいて地域活動のリーダー的青少年に対し地区大会等で表彰していきたい

と考えております。 

・表彰につきましては、推薦のあった中より、7名の地区役員と地区ライラ委員会にて厳

正に審査・選考の上、表彰させて頂きます。 

・対象の青少年とは、男女（14歳～18歳・19歳～30歳）までのメンバー。 

・地域活動とは。 

 ①現在各自治会・町内会等での諸行事にリーダーとして携わっておられる方。 

②現在各地域での野外活動・文化活動にリーダーとして携わっておられる方。 

・スポーツ関連（ソフトボール・サッカー・バレーボール・ボーリング等々） 

・地域の伝統行事（祭り・神輿・だんじり・花火大会・古墳研究等々） 

・イベント行事（囲碁・将棋・釣り・踊りダンス・芸術・音楽・芸能・応援団・ 

チヤリーディング等々） 

・ロータリー関連（インターアクト・ローターアクト・青少年交換学生・米山記念奨学生・ 

ROTEX等々） 

③現在その他各種団体・クラブ等にリーダーとして携わっておられる方。 

 

[ライラ活動の目的] 

①各ロータリークラブに於いて、上記の内容でリーダーとして携わっておられる青少年を

推薦し、また名簿を作成して連携を取りながら、今後の地区ライラ活動（研修セミナー・

イベント等）の企画・運営等に携わって頂く。 

②地区のいろんな青少年奉仕活動等に積極的に参加し、ロータリアンと共に長期的な計画

を持って、RI2640地区「ライラリアン」として指導・育成して行くものとする。 

③地区の青少年に於いて、それぞれの素晴らしい人材を見出し、ロータリー精神を学び、

将来の地域社会の指導者として成長して頂く。 

※推薦状はＦＡＸにて送信しております。追加がいる場合は事務局までご連絡下さい。 
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Ｓ Ａ Ａ 報 告 
 

 

堀畑好秀会員 誕生日のお祝いを頂いて。又本日は三上会員のお世話で会場をお借りして。 

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。忘れていました。 

助かりました。すみません。 

新井茂文会員 家内の誕生祝いに感謝申し上げます。 

那須宗弘会員 三上会員お久し振りです。今日は御苦労様です。 

宇瀬治夫会員 久し振りですね、三上会員。本日はお世話になります。 

三上尚嘉会員 良くお越し下さいました。 

嶽盛和三会員 開口神社様立派な神社で感激しております。 

三上会員卓話有難うございました。誕生お祝い有難うございました。 

城岡陽志会員 三上会員。急遽会場設営から卓話までお願いして申し訳ありません。 

有難うございました。 

綿谷伸一会員 瑞祥閣での例会、お弁当良かったです。 

又例会変更希望します。 

中田 学会員 三上会員本日は無理を言いました。 

坂田兼則会員 三上さん、お久し振りです。本日は有難うございました。 

木畑 清会員 家内が山崎豊子さんのコメントに、毎日・朝日・読売テレビに出させても 

       らいました。お騒がせしました。 

米澤邦明会員 会長は普段汚れた心をこの開口神社でとおっしゃいましたが、私の様に綺 

       麗な心の人間はどうすれば良いのでしょうか。 

塩見 守会員 山ノ内さん先週は有難うございました。 

すっかり秋ですね。皆様体調には気を付けて下さい。 

中川 澄会員 三上さん、今日はお世話になります。 

藤永 誉会員 悲願の 100切り達成しました。11アンダーで優勝も頂きました。 

皆様のお陰です。 

合 計 ５７，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）配布物   なし 

（２）連絡事項  特になし 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

・堺清陵ロータリークラブ 

   10月 31日(木)→10月 27日(日)地区大会 

   11月 14日(木)→11月 10日(日)秋季親睦家族会 

         「人と防災未来センター」 

 

 

幹 事 報 告 
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第 4回度定例理事会 

2013-2014年度理事会構成メンバー 

城岡、山ノ内、綿谷、中川、藤永、國井、那須、 

中田、山中、坂田、宇瀬、徳田、辰、塩見 

（計１４名の内１１名出席により理事会成立） 

（オブザーバーとして池田出席） 

 

日 時  ２０１３年１０月４日（金）例会後 

場 所  開口神社 

議 案   

１．９月度 １１ＲＣ連絡会報告－承認 

２．地区大会出席、地区分担金等支払について 

  澤井会員は地区役員として出席、城岡会長は選挙人申請済み、地区分担金等は承認決

議がなされるまで支払留保 

３．その他 

(1) 退会の件－１２月末付で退会することを   承認 

(2) 堺市展表彰式への出席       （本年度のホストは堺北ＲＣのため） 

  １１月２３日（土）１３時～１４時  サンスクエア堺２階第１会議室 

   城岡会長が出席 

(3) 濵口会員出席規程適用免除の件－９月２０日付で適用免除願い提出→承認 

(4) 大阪府立大学留学生日本語弁論大会協賛の件－協賛金として１万円支払 

(5) 規程、名簿等の点検、検討について 

－國井会員を座長とし、理事会全員が検討会メンバー。 

まず、國井会員、坂田会員、辰会員、中川会員において点検結果を持ち寄る。 

 

9月度堺 11ＲＣ連絡会 

日時：2013年 9月 19日(木)16：00～    

場所：サンパレス 3階コスタ・デ・ソォル 

１． 第 20回外国人留学生日本語弁論大会への寄付のお願い（大阪府立大学） 

各クラブ 10,000円（後日ご案内が届く） 

２．新春合同例会について （堺中ＲＣ） 

各クラブ 会長が 5～7分「会長の時間」をする。 

テーマは自由 

当日参加されない会長のみ、代理でもよい。 

＜次回連絡会＞ 

日 時：2013年10月22日(火)14：30～ 

場 所：堺商工会議所 3階中会議室 

ホスト：堺東ロータリークラブ 

 

そ  の  他 
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10月度結婚記念祝い 代表 池田会員 

今週の歌  

「忘れな草をあなたに」 

 

別れても別れても 心の奥に 

いつまでもいつまでも 

おぼえておいて ほしいから 

しあわせ祈る ことばにそえて 

忘れな草をあなたに 

あなたに 

 

10月度誕生祝い 代表 新井会員 
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前年度に「ひったくり防止カバー作製」に堺より８クラブが協賛し、この度堺警察署 

より表彰状とひったくり防止カバー(現物)を頂きましたので、皆様にご報告致します。 
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例会場：Route26 点鐘：18時～ 


