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前回の例会 

2015年 7月 17日(金)第 1669回 

卓  話 「 35周年北海道旅行について 」 

株式会社 新日本旅行 

専務取締役 有馬 郁朗 様 

        中田 学 会員ご紹介 

今週の歌「奉仕の理想」「堺北ＲＣの歌」 

「われは海の子」 

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)  ：豊澤 洋太朗（トヨサワ ヨウタロウ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://2640.jp/ 

         E-mail ： office@2640.jp 

会長：坂田兼則  幹事：藤永 誉  広報委員長：山ノ内修一  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 

2015年 7月 24日 第 1669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 

2015年 7月 24日(金)第 1670回 

卓  話 「 テーブル会議 」 

今週の歌 「 奉仕の理想 」 

     「 若者たち 」 

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 7月 31日(金)第 1671回 

例会変更 及び ビア・パーティ 

日時：同日(7月 31日) 

受付 18：30～ 開会 19：00 

場所：ホテルアゴーラリージェンシー堺 

26F「クリスタル」 

  

 
2015-16 年度 国際ロータリーのテーマ 

「世界へのプレゼントになろう」 
Be a Gift to the World 

国際ロータリー会長 K.R. ラビンドラン（スリランカ・コロンボ RC） 

＜７月１７日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           31名 

出席会員           22名 

欠席会員              9名 

ビジター            0名 

ゲスト           1名      

6月 5日(金)の出席率  78.12％ 
 

本日の例会 

 

時間 

 

次週の例会 

 

時間 

 
今 週 の 歌 

「 若者たち 」 

 君の行く道は はてしなく遠い 

 だのに なぜ 

 歯をくいしばり 

 君は行くのか そんなにしてまで 
 

http://www.sakai-kita.jp/
http://2640.jp/
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「 35周年北海道旅行について 」 

株式会社 新日本旅行 

専務取締役 有馬 郁朗 様 

      

酷暑の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になってお

ります。 

今年度はクラブ３５周年を迎える年でありますので、ご家族皆様に楽しんで頂ける記念

事業「北海道旅行」を企画しております。別紙にご旅程表(案)を添付致しますので、ご

参考にどうぞ。チケットの手配等ございますので、出欠の御返事をお待ちしておりま

す。 

 

記 

日  時：平成27年9月26日(土)～27日(日)  

「基本プラン」 

集合場所：関西国際空港 ※詳細はまた改めて 

後日お送りいたします。 

参 加 費：無 料「基本プラン」 

参 加 者：会員・奥様・御子息・御令嬢まで         

 

基本プランは、9月26日－27日の旅程表通りです。 

オプションプランは、旅行日数を前後増やす事が可能です。 

その場合は往復航空チケットと基本プランの１泊２日のホテル代等は堺北 RCが負担い

たしますが、延泊時のホテル代等は個人負担となりますので、ご了承ください。 

延泊時のホテル等手配は旅行会社が代行いたしますので、ご利用の際はお声掛け下さ

い。 

また日数を増やす場合でも、基本プランの工程２日間は旅程表通り一緒に行動を共にし

て頂きます。 

ご不明な点などございましたら、中田会員又は堺北 RC事務局までご連絡下さいませ。 

※参加人数を把握したいので、まずは7月24日(金)までに御返事お願いいたします。 

 

旅程表 

9月 26日(土) 

関西空港(8：00)→新千歳空港(9：55)→<高速経由>→洞爺湖有珠山ジオパーク ウインザ

ーホテルにて昼食・観光(12：00～15：00)→<高速経由>→登別温泉泊(16：00頃到着後、

各自にて地獄谷散策など 

 

9月 27日(日) 

登別温泉(9：00 頃)→<高速経由>→白老アイヌ民族博物館 観光(9：30～10：30 頃)→札

幌 時計台・大通公園・道庁等(車窓)→サッポロビール園 昼食(12：30～14：00頃)→小

樽 観光(15：00～16：30頃)→<高速経由>→新千歳空港(18：00/19：45)→関西空港(21：

50) 

 

 

 

卓    話  

 

時間 
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会長 坂田 兼則 

  

本日は、先日お話しました、有史以来世界で最も読まれているであろう｢本｣のお話を少

ししてみようと思います。 

 これまでに、世界で最も読まれているであろう｢本｣それは｢聖書｣であろうと言われて

います。 

 私は、キリスト教徒ではありません。こどものころから親のもとで｢南無阿弥陀仏｣と

いってきました仏教徒でありました。勿論ここで｢宗教論｣をお話するつもりはありませ

ん。 

 今から１０年ほど前に、皆さんも御存知だとおもいますが、｢エホバの証人｣と会うこ

とがあって、学生のころから興味がありました｢聖書｣について勉強するために５年ほど

その集会に参加しました。 

 ｢エホバの証人｣の組織は、今おもえば｢ロータリークラブ｣の組織作りとよく似ており

ます。 

各地域には男女年齢を問わず、40～60 人ぐらいの｢会衆｣があり、それが 10 ぐらい集ま

り｢地域｣があり日本には｢日本の統治支部｣がありまして、アメリカに全体本部がありま

す。毎年年２回ほど｢地域大会｣、又年１回｢世界大会｣があります。現在は、世界で約７

３０万人の証人さんがいるといわれております。 

さて｢聖書｣ですが、西暦前に書かれた「旧約聖書」と西暦後に書かれた「新約聖書」

とあるといわれておりますが、現在は新世界約といわれる「旧約聖書」と「新約聖書」

を一冊にした「聖書」が多いです。 

 「旧約聖書」は神の啓示を受けた「モ-セ」の「創世記」から始まり、「マラキ書」まで

の３９編であり、「新約聖書」は、イエス・キリスト誕生後のマタイによる「マタイ書」

から使徒ヨハネによる「啓示の書」までの２７編でできております。日本語訳の聖書は

全1927ぺージぐらいで翻訳されております。 

 本来は「ヘブライ語」で書かれていたようです。 

最初の「創世記」はモ-セにより宇宙誕生の「初め」から西暦全 1657 年ぐらいまで書か

れ、神が宇宙創造までの「神の日における七日間」や、最初の「アダム」を作られたこ

と、アダムの神への裏切り、人間が作った最初の子供の「カイン」、次男の「アベル」、そ

の後の「ノア」、 「ノアの箱舟」で知られる「ノアの洪水」による人類滅亡、その後の

人類の歴史は「ノア」の子供である「セム・ハム・ヤペテ」から全世界へ広がっていった

ところが書かれております。 

 次の「モ-セ」による「出エジプト記」については、又の機会にということで 

本日の会長に時間を終わらせていただきます。 

 

 

 

  広報委員会  

「ロータリーの友・７月号の紹介」 

広報委員会 池田茂雄 

  左開き  

1. ロータリーの友・歴史的変遷 ３ページ  今から62年前（昭和28年） 

創刊された。購読料 当初１冊50円、このところ200円で40年間値上げしてい 

ない。電子版の普及が期待されているが、現在のところ極端にアクセスが低い。 

2. ＲＩ会長メッセージ Ｋ.Ｒ.ラビンドラン氏 ７～19ページ 

人類に偉大なプレゼントを残した人々。 

会長の時間  

 

時間 

 

委員会報告  

 

時間 

 



 - 4 - 

自らが世界へのプレゼントとなって、自らをささげました。 

｢世界へのプレゼントになろう」。大切なことは、その物質的な価値ではなく、贈り

主の心がどれだけ込められているかです。 

 ・エーブラハラ・リンカーン   弾圧された人々に人間の尊厳を与えた人 

・マザー・テレサ  人々に慈悲の心をささげた人 

・マハトマ・ガンジー 人々に平和的な変化をもたらした人 

 ・ティーバック包装の製造業界では世界屈指の 企業。 

 ＲＩ会長になったことへの後悔があるとしたら、昨年産まれた初孫ライカちゃんの笑

顔が見られないことです。しかし、孫と遊ぶ時間は後でいくらでもあるでしょう。 

 私たちの人生には、いつか終わりが訪れます。この限られた人生をどのように過ごし

たらいいのでしょう。 

3. ガバナーの横顔 ３４ページ 

  第2640地区 豊澤洋太郎ガバナーの紹介。 

 「ロータリー大好きおじさん」、猪突猛進で、振り返らず前進あるだけの人です。どこ

か、間が抜けているようなところもあります。 

4. ＲＩ理事メッセージ ４２ページ 

  杉谷卓紀氏（玉名ＲＣ）世界に役立つ仕事、誠心誠意務めます。 

5. 米山奨学会 理事長 小沢一彦様（横須賀ＲＣ）４３ページ  

  昭和42年米山記念奨学会として法人格を得ました。そして平成 24年に公益財団法人

として認定を受けました。二度と戦争の悲劇を繰り返さないためにアジア諸国から留

学生を迎え入れ、平和日本を伝えてゆきたい。この考え方は、米山記念奨学会事業の

根幹であり普遍的です。 

 2013～14年国際ロータリー理事会において、米山学友が｢ロータリー学友｣として承認

されました。 

6. 第13回 日韓親善会議へのお誘い ４５ページ 

  日韓両国の関係は、少しずつ良い方向に向かっているように思われます。９月４日

(金)グランドプリンスホテル新高輪「飛天の間」13時より。 

 右・開き  

1. 何もなくて豊かな暮らし ４ページ   

 私は、今、小さな南の島で暮らしています。 

フィリピンのセブ島の海でダイビングをしました。「カオハガン島」５万㎡ほどの小さ

な島で土地を購入しました。島民３３０人あまり。家族がその日に食べるだけの量の

小魚や貝を取る。食べられる草を摘んで食べる。トウモロコシは、毎週金曜日に１時

間ほど海の浅瀬を歩いて行った島で魚や貝と物々交換する。今から、23年前のことで

すが、当時、現金はまったく使われていなかった。 

2. わがまち … そしてロータリー・富山市  ９ページ 

  ３月 14 日に北陸新幹線が開通して富山から東京へは随分近くなった。相当なにぎわ

いと思われるでしょうが、観光客はみんな富山を素通りして金沢に行ってしまいます。 

  全国の小学校にある「二宮尊徳の像」、東京にある「サザエさん一家の像」、鳥取にあ

る「ゲゲゲの鬼太郎の像」、高岡駅にある「ドラえもんの像」などの産地が富山なんだ

そうです。 

3. 卓話の泉・会計帳簿 １８ページ 

  会計帳簿からは、経営状態や商売の内容だけでなく、生活の様子が見えてきます。 

4. 俳壇 ２１ページ 

 「身に余る光栄ですと言葉だけ」 堺清陵ＲＣ 物種唯修氏 

 

 

 

堀畑好秀会員 坂田会長、藤永幹事の出帆を祝して。 

ＳＡＡ報告  

 

時間 
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池田茂雄会員 新年度、早々例会に出席できませんでした。すみません。 

城岡陽志会員 親睦委員会のメンバーさんたち。毎回の例会の準備いつも有難うござい

ます。若葉マークで走っています。 

中田 学会員 有馬様本日は宜しくお願いします。 

藤永 誉会員 中田さん、運転手からの解放おめでとうございます。二度とならない事

を願います。 

合計 ２０，０００円 

 

 

 

（１）本日の配布物 

   ・週報  

（２）幹事報告 

   ・次週の例会は、ガバナー公式訪問でしたが、当クラブの奉仕事業の都合によ

り、ガバナー公式訪問は延期させて頂き、「テーブル会議」に変更となりまし

た。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ご存知ですか？その２」 

広報委員会 

今週は、奈良県の難読地名に挑戦していただきたいと思います。 

問題 

①洞川（吉野郡天川村） ②京終（奈良市） 

・ほらがわ       ・きょうしゅう 

・どうがわ       ・きょうばて 

・どろがわ       ・きょしゅう 

 

③入之波（吉野郡川上村）④平群(生駒郡平群町） 

・しおのは       ・ひらむれ 

・いりのなみ      ・へぐり 

・しおのなみ      ・ひょうむれ 

 

幹事報告  

)) 

 

時間 

 

今日は何の日？？ 

2011年7月24日、日本の44都道府県で地上波のアナログ

テレビ放送が終了し、デジタル放送に完全移行（東日本大震災で

大きな被害を受けた福島県、宮城県、岩手県を除く） 
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⑤鹿野園町（奈良市）  ⑥邑地町（奈良市） 

・かのぞのちょう    ・むらじちょう 

・ろくのそのちょう   ・むらちちょう 

・ろくやおんちょう   ・おおじちょう 

 

⑦鵲町（奈良市）    ⑧杏町（奈良市） 

・かささぎちょう    ・あんずちょう 

・かもさぎちょう    ・あんちょう 

・うさぎちょう     ・からももちょう 

 

⑨外山（桜井市）    ⑩雲梯町（橿原市） 

・とび         ・うなていちょう 

・とびやま       ・うんていちょう 

・とやま        ・うなてちょう 

 

地元の地名では無いので難しいでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え 

①洞川（吉野郡天川村） どろがわ 

②京終（奈良市）      きょうばて 

③入之波（吉野郡川上村） しおのは 

④平群（生駒郡平群町） へぐり 

⑤鹿野園町（奈良市） ろくやおんちょう 

⑥邑地町（奈良市） おおじちょう 

⑦鵲町（奈良市）          かささぎちょう 

⑧杏町（奈良市）      からももちょう 

⑨外山（桜井市）          とび 

⑩雲梯町（橿原市） うなてちょう 


