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2015年 1月 23日(木)第 1646回 

卓 話 「 香道 」 

卓話者  奥野 圭作 会員 

今週の歌「四つのテスト」「堺北ＲＣの歌」 

    「リンゴの唄」 

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（１月度） 

藤永 誉会員(3回) 

会長の時間 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

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：笹山悦夫 

 

2015年 1月 30日 第 1646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 

 

2015年 1月 30日(金)第 1647回 

卓 話 「 熱い志
こころ

で堺に夢を 」 

卓話者  木畑 匡 様 

紹介者  城岡 陽志 会員 

今週の歌「日も風も星も」 

「夜明けのうた」 

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 

 

 2015年 2月 6日(金)第 1648回 

卓 話 「 国際奉仕フォーラム」 

卓話者  嶽盛 和三 国際奉仕委員長 

 

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） 

＜１月２３日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           32名 

出席会員           23名 

欠席会員            10名 

ビジター            0名 

ゲスト           0名      

11月 28日(金)の出席率   84.85％ 

 

今週の歌 

「夜明けのうた」 

 

夜明けのうたよ 私の心の 

昨日の悲しみ 流しておくれ 

 

夜明けのうたよ 私の心に 

若い力を 満たしておくれ 

http://www.sakai-kita.jp/
http://www.rid2640g.org/tsuji/
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会長の時間 

卓    話  

 

「 香道 」 

会員 奥野圭作 

 

香道の誕生 

優雅な王朝時代が衰退すると権力は武家に移行してゆく。平家の滅亡と鎌倉幕府の誕

生。それとともに、時代の意識や美的意識が変化していった。 

 武士には王朝貴族のように薫物を作る歴史も処方もなかった。また、根気強く香料を

臼でつく必要のある悠長なお遊びは武士には合わなかったのだろう。鎌倉時代には、王

朝の人たちにもてはやされた薫物の調合は単純化される。そして複雑ば薫物の香りに代

わり、香木一木の香りが好まれるようになる。 

 鎌倉時代末から南北朝時代に移ると海外貿易が活性化し、財力のある将軍家や西国大

名、大寺院は、明や南方諸国から大量の香木を手にするようになる。このような時代を

象徴する人物に、悪評高い佐々木道誉がいる。「太平記」には、道誉が大原野花会の席

で六百グラムの香木を一気にたきあげたとの記録がある。道誉は武力財力にまかせて狼

籍の限りをつくし、約百八十種の名香木を蒐集した。彼の死後、その香木は足利義政の

手に渡り、香木類の分類事業に役立つこととなる。 

 室町時代、東山文化の折り、現代の香道の創始者が二人登場する。１人は、香道にお

いては始祖とされる御家流開祖・三条西実隆、もう一人が香木分類に才を発揮した志野

流開祖・志野宗信である。将軍 足利義政は、香への愛好も深く、香木類の分類選定を

志野宗信に命じたとされる。また、宮中御香所には三条西実隆があり、宗信はこの実隆

からも信頼を得ていた。そして三条西実隆と志野宗信によって「六国五味」という香り

の分類法が形づけられたと伝えられる。六国とは、「伽羅・羅国・真那賀・真南蛮・寸

門多羅・佐曽羅」であり、香木の主要な産出国や輸出港を基準とした分類である。また

五味とは、「甘・酸・辛・苦・鹹」からなる味覚による分類である。 

 この分類法は、香木、特に清澄で優雅な香りを発して沈香木自体を聞き分ける（＝聞

香）ことが念頭に置かれている。つまり、香道は、各種の香薬類を調合して芳香の優劣

を楽しむことを前提とするかつての「名香合せ」とは異なり、ひとつひとつの香木の深

遠な香りを聞香することを基礎とする。そして、聞き分けられたそれぞれの名香木に名

が付けられた。これが香銘である。香銘には文学的教養などが読み込まれ、二種類以上

の沈香を使って詩歌や故事の心を背景に文学的テーマを課すなど、創作の世界を人気て

組香へも発展してゆく。 

                          

 

 

「 報告とお詫び 」 

会 長 山ノ内修一 

 

今日はご報告とお詫びの二つです。 

１.ご報告 

綿谷会員が１２月３１日付で退会されました。奥様がご病気でその看病に専念したいと

いう理由からです。ご本人もまたいつか必ず復帰すると言ってくれていますので、私た 
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委 員 会 報 告 

ちはその日を待ちたいと思います。 

 

１． お詫び 

この度、事務局を通じクラブの会員に関することではありましたが、クラブの公式行事

ではない行事について会員及び元会員の一部に案内を流しました。そのことに対し匿名

の手紙が届き「公私混同ではないのか」とのご指摘をいただきました。考えてみればま

ことにそのとおりで、明らかに私の判断ミスでした。ここに深くお詫び申し上げます。 

今後は、このようなことのないように注意いたしますので、何卒ご容赦下さいますよう

お願い申し上げます。 

 

 

 

   

広報委員会 

「 ロータリーの友 １月号のご紹介 」 

広報委員 笹山 悦夫 

 

【横組み記事】 

「ロータリーについて話そう」Ｐ３ 

（ＲＩ指定記事） 

黄ＲＩ会長は「ロータリーに輝きを」与えるには、ロータリーが地域に開かれ、か

つロータリーの家族が楽しく参加できる独自活動が必要だと述べています。それは、

地域のイベントとしての「ロータリーデー」の取り組みだと強調しています。今日、

多くの地域社会でロータリークラブの存在が薄らいでいる中で、黄ＲＩ会長の訴え

はわが堺北ＲＣにとっても重要な課題のように思います。各地の「ロータリーデー」

の取り組みがＰ１８～Ｐ２２に紹介されています。私は、わがクラブの「子ども囲

碁フェスタ・堺」が、その目的や役割を更に明確にすれば、立派な「ロータリーデ

ー」となるのではと思います。 

 

「ポール・ハリスの生き方に学ぼう」Ｐ１６ 

ロータリー創始者のポール・ハリスの生き方に学んで、ロータリー活動の活性化に

生かそうとしている甲府北ＲＣ・安部豊任氏の活動報告です。クラブの元気回復に

独自の「三小試」という行動規範を作り、実践されています。三小試とは、「自己評

価」「友情速達」「意思伝達」という絶えざる自己反省、スピード連絡、コミュニケ

ーション能力向上訓練など同クラブ独自の取り組みです。前年度踏襲に飽き足らず、

自ら創意工夫し、地道に実践している姿に感銘を受けました。原点に返り、初めに

戻って、絶えず出直してゆくこと、新鮮であることを忘れないようにしたいと思い

ます。 

 

「たがいに学び合う喜び」Ｐ３２ 

貝塚コスモスＲＣの米山記念奨学事業の素晴らしい経験です。カウンセラーの松岡

一友氏の韓国人奨学生との心の交流を通じて、両国に横たわる大きな歴史認識の壁

を乗り越え、人間同士の強い信頼を勝ち取っていった経験です。松岡氏の根気と忍
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Ｓ Ａ Ａ 報 告 

耐の地道な活動に心より敬服したしました。ロータリーの奨学金がこんな素晴らし

い市民交流の歴史をつくっているのだと誇りに思いました。とてもロータリーなら

ではの記事でした。 

 

ゴルフ同好会 

第85回「 互輪会 」のご案内 

代表世話人 藤永 誉 

 

堺フラワーロータリークラブ 

会長 久保木 紀雄 

互輪会運営委員長 但見 淳 

前略 2014年～2015年度の互輪会を下記の通り開催いたします。万障お繰り合わせの上

奮ってご参加頂きますようお願い致します。                 草  々

記 

日時： 2015年3月17日(火) 

場所： 天野山カントリークラブ 

大阪府堺市南区別所 1549-46 

電話： 072-284-1919 

集合時間： 各組スタート30分前にお願いします。 

スタート： 第一組8：07分スタート 

     北→西・西→北・南→東・東→南に分かれてラウンドします。 

組合せ： ホストクラブを堺フラワーRCに一任頂きます。 

ご希望があればご連絡ください。 

表彰： 懇親会は最終組終了後40分後頃を予定しています。座席を同組で着席して頂き

ます。指定席とさせていただきますので、必ずテーブルの名前の確認をお願いし

ます。 

参加費： 1名＝10,000円 

締切日： 2015年2月2日(月) 

＊参加ご希望の方は、堺北ＲＣ事務局までお申し出ください。取り纏め登録いたします。 

 

 

 

田中 真琴様 北輪会準優勝しました。 

那須宗弘会員 初年のガールスカウト餅つき大会忘れて寝てしまいました。済みません。 

山ノ内修一会員 坂田さん、北輪会の優勝おめでとうございました。 

嶽盛和三会員 来週東京出張にて欠席させて頂き 

ます。 

小西幹夫会員 本日は、結婚32年目です。長く続いていると思います。 

 計 ２５，０００円 
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幹 事 報 告 
 

 

（１）本日の配布物  

・週報 ・卓話資料 ・2014-15年度卓話予定表 

（２）幹事報告  

   特にございません。 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

  ・堺おおいずみロータリークラブ 2月18日(水)→夜間例会 18：30～ 

ホテル・アゴーラリージェンシー堺 2Ｆ 中国料理 龍鳳 

  ・堺フェニックスロータリークラブ 2月5日(木)→2月7日(土)堺かるた大会 

    堺市立熊野小学校 12：30～受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

「 ハイライト米山 」178 

寄付金速報 ― 2015 年もよろしくお願いします ― 

12月までの寄付金累計は、前年同期と比べ 4.6％増、約 3,800万円の増加です。普通寄付金が 3.3％

増、 

特別寄付金が 5.1％増となりました。また、寄付金額も 8 億 6,500 万円と、直近 6 年間で最高額

となりました。ご協力いただいた皆さまに厚く御礼申し上げます。 

なお、今月初めに「2014 年度 下期普通寄付金のお願い」を、各ガバナー事務所経由もしくは当会か

ら直接のＥメール配信（一部 FAX）で、全クラブにお送りしています。普通寄付金は当会事業の重要

な安定財源であり、国内全クラブから普通寄付の確約をもらうことを条件に財団法人設立の許可を得た

経緯があります。当事業は全地区が参加する「多地区合同活動」であることをご理解いただき、今年も

引き続きご支援賜りますようお願いいたします。 

 

第２代よねやま親善大使を大募集！ 

「よねやま親善大使」は、日本全国のロータリー地区・クラブからの要請に応じて、地区大会・セミナ

ー・例会などに参加し、元米山奨学生を代表してロータリアンへ米山記念奨学事業の意義と感謝を伝え

たり、自身の活躍を紹介する活動をしています。 

このたび、“第 2 代”よねやま親善大使として、事業のＰＲをお手伝いしてくださる方を大募集しま

す！ 対象となるのは日本国内在住の米山学友で、任期は 2015 年 7 月からの 2 年間。応募締切は

2 月 15 日（当会必着）です。詳しくは、当会ホームページ http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 

をご覧ください。お世話いただいた学友にふさわしい方がいれば、ぜひご推薦をお願いいたします！ 

（学友ご本人からの応募が必要です） 

 


