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前回例会の報告 

2014年 7月 26日(土)第 1623回 

例会変更 及び ビア・パーティ 

於いて、大阪マリオット都ホテル 19FCOOKA 

開会 19時 30分～ 

 
 
 
 

 

 

 

 

前々回例会の報告 

2014年 7月 18日(金)第 1622回 

卓 話 「周年記念行事について」  

卓話者  会員 綿谷 伸一 

今週の歌 ｢奉仕の理想｣  

｢堺北 RCの歌｣「昴」 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  辻 秀和（ツジ ヒデカズ） 

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

         E-mail ： tsuji2014-d2640@ivy.ocn.ne.jp 

会長：山ノ内修一  幹事：塩見 守 広報委員長：坂田兼則  編集者：坂田兼則 

 

2014年 8月 1日 第 1622号・第 1623号 

 

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 

本日の例会 

 

時間 

 

2014年 8月 1日(金)第 1624回 

卓 話 「弁護士という仕事」  

卓話者  会員 中川 澄 

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・会員総会 

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(８月度) 

 新井茂文会員( 7日) 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( 7日) 

 小西  淳子様(16日) 畑中  暁子様(21日) 

〇結婚記念祝い(８月度) 該当者なし 

2014年 8月 8日(金)第 1625回 
卓 話 「 未 定 」  

卓話者  ビマラ・ワンサ様 

紹介者  那須 宗弘 会員 

次回の例会 

 

時間 

 

 
 

2014－15 年度 国際ロータリーのテーマ 
「ロータリーに輝きを」 

Light Up Rotary 
国際ロータリー会長 ゲイリーC.K.ホァン（台湾・台北 RC） 

＜7月 26 日(土)の出席報告＞ 
会 員 数           33 名 
出席会員           28 名 
欠席会員             4 名 
ビジター            1 名    
ご家族・その他             27 名    
6 月 13日(金)の出席率   74.19％ 

＜7月 18 日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           33 名 
出席会員           26 名 
欠席会員             7 名 
ビジター            0 名    
ゲスト                      0 名    
6 月 6 日(金)の出席率   86.60％ 

http://www.sakai-kita.jp/
http://www.rid2640g.org/tsuji/
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卓   話(7.18) 
 

 

 

        「周年記念事業について」 

会員 綿谷 伸一 

 

本題に入る前に、週末 あべのハルカスで開催されるビアパーティー５８名のご登録

ありがとうございました。 

あべのハルカスは２０１０年に着工され２０１４年３月７日に全面開業した阿倍野地区

に立地する地上６０階建て、高さ３００ｍで、日本で最も高い超高層ビルであると同時

に、日本初のスーパートール（３００ｍ以上。世界基準超高層ビル）であり、日本国内

の構造物としては東京スカイツリー（６３４ｍ）、東京タワー（３３２.６ｍ）に次ぐ３

番目の高さであります。しかしながら、東京スカイツリー 東京タワーは電波塔である   

のでスーパートールにカウントされません。パティー会場は１９階ですが、時間のある

方は是非６０階にある天空回廊での眺望をお楽しみください。 

  

１９８０年１０月８日に３１名のチャーターメンバーで創立した堺北ロータリーク

ラブ（堺で６番目のクラブ）も２０１５年１０月に３５年になります。クラブでは節目

により今まで記念企画等行っています。新しい会員の皆様は経験がないと思われますの

でかんたんに紹介致します。 

  

◎１９８１年 ２月１６日 堺北ロータリークラブの国際ロータリー加盟認証状伝達

式をスポンサークラブの堺ロータリークラブ創立３０周年記念日に新東洋において挙

行する。 

  

◎１９８５年１０月２０日 創立５周年記念例会を設立にお世話になった約１０名（堺

ＲＣ）招待し、堺平安閣において挙行する。（経費１００万まで）  

  

◎１９９０年１０月 ７日 創立１０周年記念例会並びに式典を官公庁 地区ガバナ

ー関係 地区ロータリー 姉妹クラブ等ゲスト７０名 会員家族等で合計 約１５０

名 南海サウスタワーホテルにおいて挙行する。（経費 記念事業等含む １２００

万） 

 

◎１９９５年１０月１３日 創立１５周年記念体育大会 浅香山小学校にて堺北西ロ

ータリークラブと合同で家族と共に開催する（経費 不明） 

 

◎２０００年１０月 ８日 創立２０周年記念例会並びに式典を１０周年と同企画で

南海サウスタワーホテルにて挙行する。（経費 記念事業含む １２００万） 

   

◎２００５年１０月 ２日 創立２５周年記念例会並びに式典を１０周年と同企画で

スイスホテル南海大阪にて挙行する（経費 記念事業含む ５４０万） 

  

◎２０１０年１０月 ３日 創立３０周年記念例会並びに式典を従来のゲストのほか
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会長の時間(7.18) 

友好ロータリアン ロータリーファミリーをお招きしリーガロイヤルホテル堺にて挙

行する（経費 記念事業含む ８２０万）     

   

最後に３５周年に向け、会員の皆様の意見アイデアを取り入れ、素晴らしい年度が迎え

られますよう ３５周年準備委員会が中心となって計画を進めて頂きたいと思います。 

 

 

 

 

           「大病をしたら・・・」 

会長 山ノ内 修一 

 

 大病をしたら、人生観が変わる。そんな経験を４２歳のときにしました。もう２０

年以上も前の話です。 

 ある日突然、原因不明のまま左手がしびれ出し、思うように指が動かせなくなり、

やがて左足もしびれ始めて正常な歩行ができなくなりました。背中に激痛もありまし

た。病院で精密検査を受けると、首に異常があり「頸椎症」と診断され、進行が早か

ったため、すぐに手術を、ということになりました。よく覚えています。６月９日、     

朝からの手術でした。首を前から切開し、神経を圧迫していた軟骨（２ヵ所）を切除    

し、その隙間に削った腰の骨を埋め込むという手術。病室に戻ってきたのが、午後４

時ごろ。７時間くらいの手術でした。 

 術後は砂袋を顔の左右に置かれて、右向いちゃダメ、左向いちゃダメ、で３週間、天

井だけを見つめてベッドに寝かされました。食事も、トイレもベッドの上です。ただ、

寝ているだけでしたが、一日２４時間の長いこと長いこと、本当に地獄でした。背中

も痛くなりますしね。 

退屈しのぎにテレビを見ることはできましたが、４５度に傾けた鏡に映して観るので、

野球選手は打つと３塁に走り出しますし、ゴルファーは皆レフティーで、これはおか

しかったです。 

           たっぷりあった時間の中で、いろんなことを考えました。一番思ったのが「俺はな

んとアホだったのか・・」ということです。 

           ベッドの上で天井を見ていると、普通に暮らしていた日常が、いかに普通でなかっ

たかということに気づかされます。健康なときに健康のありがたさなんて考えません

でした。健康であたりまえ。無くして初めてそのありがたさを思い知りました。 

          普通にできるすべてのことが、いかに普通でなかったか・・。「普通に歩けること」「普

通に食事ができること」「普通に会社に行けること」「普通に仕事ができること」「普

通に風呂に入れること」それやこれや普通にできるすべてのことが実は普通でなかっ

たのだと知りました。 

  ６月３０日までベッドで横になっていましたが、７月１日にベッドから降りて、リ

ハビリが始まりました。約 1 ヶ月のリハビリ後、7 月２９日（誕生日）に退院しまし

た。 それまでは、いろんなことに対し、よく不満を口にする方だったと思いますが、

この２ヶ月の経験後は、ほとんどすべてのことに対し感謝できるようになったと思い

ます。何に対しても「ありがたい、ありがたい」と思えるようになりました。 

           大病はしないに越したことはありませんが、なればなったで得るものがあります。
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委 員 会 報 告 

もちろん死なない程度の大病でないとダメですが・・・。 

 毎週、こうして例会で顔を合わせられることにも感謝しながら、「仲良く、楽しく」

同じ時を過ごしたいと思います。 

 

 

 

 

 

国際奉仕委員会 

「カンボジア スナーダイ・クマエ孤児院 絵画展in神戸 鑑賞会に参加して」 

国際奉仕委員長 嶽盛 和三 

 

今年度国際奉仕委員会では、児童の基本教育、識字率向上のためのプロジェクトとして、

カンボジアの孤児院への奉仕の継続を考えております。 

その一つとして、昨年も訪問いたしました子どもたちの「絵画展」が、7月18日～20

日の3日間、神戸の甲南大学で催され、19日（土）に山ノ内会長、塩見幹事、新井、小西、      

那須、嶽盛、各会員の計6名で訪問致しました。 

代表のメアス博子氏より孤児院の概要の説明があり、子どもたちの描いた絵画を鑑賞致し

ました。参加者会員一同興味深く鑑賞し、それぞれ気に入った絵やTシャツを購入。その

後、大学の学食の一角を借り、それぞれ思い思いのランチを食し、メアス博子氏と共に意

見交換を行いました。 

今年度国際奉仕委員会としては、タイ国への奉仕プロジェクトの実施の前に、カンボジ

アの孤児院への継続的な奉仕のニーズを探るべく、実際に孤児院への訪問を考えておりま

す。 

出席者 山ノ内・新井・那須・小西・塩見・嶽盛 ６名出席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報委員会 

 「７月号ロータリーの友  ご紹介」 

広報委員長 坂田兼則 

 

ＲＩ会長メッセージ 

ロータリーに輝きを Ｐ7 ＲＩ会長 黄其光 

「2014－15 年度、私は皆さん一人ひとりに、皆さん自身のロータリーのろうそくに明か     
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Ｓ Ａ Ａ 報 告（7.18） 

Ｓ Ａ Ａ 報 告（7.26） 

りをともすようお願いします。一緒に『ロータリーに輝きを』与えましょう」。黄ＲＩ会長

は呼びかけます。 

「『ロータリーに輝きを』は、今年度の私たちのテーマですが、単なるテーマではありませ

ん。それは、ロータリーにいる私たちがどのように世界を見、自分たちの役割を見いだすか、     

ということです。暗闇の中でただ座っているだけでよい人などいないと私たちは信じていま

す。そうではなく、『ロータリーに輝きを』に向かって120 万人が一体となるのです。これ

が私たちの目標であり、皆さん方への私の挑戦です」  

 

縦組み記事 

茂山千五郎家とお豆腐主義 Ｐ4-8 

茂山千五郎家当主 茂山千五郎 

私たちのような狂言の家を守るとはどういう気持ちか、とよく問われます。それは我家の

家訓である「お豆腐主義」を伝えるということです。駅伝のように、代々受け継いだもの

を、次の世代へ送るということですね。でもたまには、区間賞は取りたいな、と思ってお

ります。 

 

わがまち････そしてロータリー 京都府京都市 P9-12 

西陣から発信する「伝統」の新しいかたち 

文・宮本 貢 写真・水村 孝 

ロータリアン個人に焦点を当てた「この人、この仕事」に代わる、2013 年10 月号からス

タートした今年度の新連載です。 

「わがまち」を通じてロータリーと地域のかかわりを紹介します。今回は京都府京都市で

す。 

 

  

 

國井 豊会員 澤井会員メイクアップを含めて１００％出席されています。 

皆様も１００％を目指しましょう。 

山ノ内修一会員 社会奉仕・国際奉仕・職業奉仕の皆様、昨日は有難うございました。 

城岡陽志会員 正常化委員会への寄付を有難うございます。有意義に使ってもらいます。 

綿谷伸一会員 本日、卓話させて頂きます。 

合 計 ７，０００円 

 

 

 

 

國井 豊会員 本日の出席率、これからも続けましょう。 

那須宗弘会員 親睦委員会の皆さん楽しい企画を有難うございます。 

三上尚嘉会員 ご厄介になります。宜しくお願いします。 

城岡陽志会員 役員の皆さん、素晴らしい企画を有難う。 

嶽盛和三会員 初めてハルカスに来ました。夜景最高です。 

藤永 誉会員 先週の日曜日トライアスロンに行って来ました。３時間１６分で完走でき

ました。 
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幹 事 報 告（7.18） 

畑中一辰会員 今日娘は北海道へ行っています。ハルカスに来れなくて残念です。 

合 計 ３０，０００円 

 

 

 

 

（1）配布物 週報 ロータリーの友 

（2）幹事報告  

・次週は例会変更の為、7月26日(土)19時30分からビア・パーティですので、皆様お

間違いなきようお願い致します。 

・８月１日(金)の例会は会員総会となりますので皆様ご出席宜しくお願い申し上げます。 
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