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前回の例会 

2016年 4月 22日(金)第 1706回 

卓 話 「 歌碑建立のこと 」 

卓話者 三上 尚嘉 会員 

今週の歌 「奉仕の理想」 

「故郷」 

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 
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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 

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）  

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

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  ： 辻 秀和 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com 
        E-mail ： hidekazu-2640@pure.ocn.ne.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：笹山悦夫 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

2016年 5月 13日 第 1706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 

2016年 5月 13日(金)第 1707回 

卓 話 「 幹事の感じ方 」 

卓話者 藤永誉会員 

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(5月度) 

 坂田 多英 様(2日) 

〇結婚記念祝い(5月度) 

 新井茂文会員(2日) 

畑中一辰会員(2日) 

城岡陽志会員(2日) 

濵口正義会員(15日) 

 
 

 
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） 

本日の例会 

 

時間 

 

次週の例会 

 

時間 

 

2016年 5月 20日(金)第 1708回 

「次年度の為のクラブアッセンブリー」 

次年度委員会委員長 

＜４月２２日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           31名 
出席会員           17名 
欠席会員             14名 
ビジター           0名 
ゲスト                      0名 
4月 8日(金)の出席率    74.19％ 

http://www.sakai-kita.jp/
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「 歌碑建立のこと 」 

                           卓話者 三上 尚嘉  

 

御承知の様に宿院町西の堺病院跡に「利晶の杜」が出来て１年になります。堺の施設

としては珍しく早いと思いますが、既に５０万人の入場者を数えたそうです。千利休と

与謝野晶子をメインとした新しい形の博物館だそうです。堺市は利休と晶子を軸に町お

こしを行うとしているように思います。 

 私の奉仕している開口神社はこれら２人と関係が有ります。特に利休に関しては貴重

な古文書もあるのですが、今日は晶子の歌碑建立の事をお話しします。去年堺市観光ボ

ランティア協会の方から、有志で利晶の杜開館に合わせて境内に晶子の歌碑を建立した

いという打診がありました。宿院から山之内商店街開口神社への観光客の動線を作るの

にも役に立つとのことでした。更に母校の高等女学校（今は泉陽高校）の発祥の碑もあ

りますので、打って付けの場所だとも持ち上げられました。で、OK の返事を即座にし

まして計画が進み、担当者の方の努力もあり順調に事が運んだようです。 

 彼女の命日の白桜忌の５月２９日に除幕式が行われます。この日に合わせて商店街も

いろいろ催しをされると聞きます。余談ですが利晶の杜が出来てからは、山之口は積極

的になって来たように思えて頼もしい限りです。 

 歌碑に刻む歌は「少女たち開口の神の樟の木の若枝さすごとのびてゆけかし」です。

この樟の木は戦前本社前にあった大楠の事で今は焼けて有りません。昭和１１年の作で、

神木の樟の若枝を挿すように伸びて行きなさいねと言うような意味だそうで、故郷堺の

若い女性に向けた歌だそうです。他に「水無月のあつき日中の大寺の屋根よりおちぬ土

のかたまり」等２・３首大寺（開口神社の俗称）を詠んだ歌が有ります。 

 晶子の生家が甲斐町西大道筋の宿院と大小路の停留所の中間に在りましたから、この

辺りは兎に角彼女と関係が深い場所です。先日博物館の学芸員がやって来ました、晶子

みくじを作れと言ってきました。歌碑が出来て人が来れば、神社ですから関連のみくじ

が有ってもおかしくは無いだろうと言うことです。 

それもそうかなと思い、目下前向きに考えています。みくじが人気を博し、他の地域か

ら人を呼べるようになるには、内容・形態等、色々検討する時間がいるので、すぐに出

来ないと思います。来年ぐらいには歌碑にあやかれるようにしたいと考えているところ

です。そしてその後は人々が利晶の杜、生家跡、山之口と開口神社と回遊してくれるよ

うになることを望みます。 

 

 

 

卓   話 

時間 

 



 - 3 - 

 

 

会長 坂田兼則 

 

 昨日、事務局より皆様にお知らせさせていただいたように、徳田会員は無事退院さ

れ、週に１・２回のリハビリをされるようです。 

 又、新井さんも現在ベッドの上でのリハビリにまで回復されておられるようです。非

常にうれしい限りだと思います。 

 さて、Ｈ２８年熊本地震が４月１４日に発生してから今日で９日目になりますが、今

でも余震が続いております。この月曜日に以前の堺北西南西 RCにおられた猿田元ガバ

ナー補佐から、戦国武将の小西行長のお城であった熊本県の宇土市への震災支援を一緒

に行ってもらえないかとの連絡を受けました。 

 小西行長は元々堺の豪商の息子さんで、豊臣秀吉にその商才を買われて侍になったと

のです。当クラブでも震災支援を考えておりましたが、先ほど臨時の理事会を開催しま

して、支援をすることに決定しました。 

 支援方法につきましては、先ほどの猿田さんが救援物資（飲料水・ブルーシート・ト

イレットペーパーなどを）をトラックに積んで、直接熊本県の宇土市に２５日（月）の

夜に出発する予定になっておりますので、救援物資購入資金および、運搬費用を支援し

たいと思っております。 

 以上、本日の会長の時間は徳田会員、新井会員の近況報告と、熊本地震災害支援につ

いてお話させていただきました。 

 

 

 

広報委員会 

広報委員 米澤邦明 

「ロータリーの友４月号のご紹介」 

 

RI会長メッセージ：  

やるべきことは自らの手の中に 

特集 子どもたち、若い人たちが夢を持てる未来のために③ 

母子の健康： 「家庭健康教育プログラム」始動 

米山梅吉記念館： 米山梅吉記念館をロータリー日本の宝物に理事長インタビュー 

米山梅吉記念館の現状と今後。 

 

 

 

 

会長の時間 

時間 

 

委員会報告 
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坂田兼則会員 三上さん、本日の卓話楽しみにしています。 

山ノ内修一会員 三上さんお久しぶりです。卓話楽しみにしています。 

三上尚嘉会員 ご無沙汰しております。今日はよろしくお願いします。 

嶽盛和三会員 お久しぶりです３回お休み致しました。申し訳ありません。 

合計 ２１，０００円 

 

 

 

（１）本日の配布物 ・週報 ・ロータリーの友４月号 

（２）幹事報告  

   ・５月卓話スケジュールのご案内 

 5/13 藤永誉会員 

5/20 第３回次年度の為のクラブアッセンブリー 

5/27 國井会員卓話（外部卓話） 

   ・事務局ＧＷ休暇のお知らせ 

    4/29～5/5までお休み頂きますので、緊急連絡先は幹事藤永までお願い 

致します。 

   ・5月13日(金)例会終了後、理事会を開催致しますので、理事・役員の方は 

お集まり下さいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

臨時理事会 

2015-16年度理事会構成メンバー 

坂田、中田、辰、藤永、池永、池田、城岡、中川、塩見、澤井、笹山、山ノ内 

計１２名中、７名出席により理事会成立 

日 時：２０１６年４月２２日（金）例会後 

場 所：「南海グリル天兆閣別館「ローズ」」 

議 案   

1.熊本地震 支援について 

 25日夜出発で熊本県宇土市へ物資を支援 14：30～堺市による出陣式を開催 

 基金より 30万円を寄付 （承認） 

2.子ども囲碁フェスタ・堺について 

 ホームページの運営を池田会員が行う。（承認） 

3.事務局の休暇について 

 4/29～5/5までとする。（承認）  

 

幹事報告 

 

時間 

 

ＳＡＡ報告 

そ の 他 
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２０１６－２０１７年度国際ロータリー第２６４０地区 

地区活動方針    「対話から新たな一歩へ 共に楽しむロータリー」 

国際ロータリー第２６４０地区が、長いトンネルを抜け出して新たな一歩を踏み出そうとしている今、で

きるだけ多くの会員同志との対話が必要です。様々な職業を持った有能な地域のリーダーの意義深い考

え、アイデアを広く共有することが大切です。当然個々の考えは様々です。それをロータリーの奉仕の概

念で結びつけて、切磋琢磨することによって社会に奉仕し、ひいては各会員に恩恵を与えています。それ

には、全てがガラス張りで、正々堂々とした行動をとらなければなりません。我々がこの素晴らしいロー

タリー活動に誇りを持って進め、広く地域社会にアピールすることにより、色々な奉仕活動に結びついて

きます。未来へ向かって、前を向いて進めていきましょう。 

―――国際ロータリー第2640地区のロータリアンの笑顔が満ちています。――― 

 

（地区内検討・活性化委員会）の提案 

地区創設以来、大・小の流れの中で地区運営がなされてまいりました。ここで一度各セクションに分けて

検討することが必要であると思います。単年度毎に事業が行われるロータリーですが、時間をかけての見

直しも必要と感じています。究極はガバナー輩出についても考えなくてはなりません。ガバナーはオーケ

ストラの指揮者であると、言われています。地区内で一緒になって話し合いましょう。そして、折角決め

たことは、実践することが大切です。 

 

地区内検討テーマ 

１. 地区役員選出について積極的にすすめる ２. 分区（旧ＩＭ）の適正クラブ数の問題 

３. ガバナー選出について ４. 予算について ５. その他検討テーマ 

              

（クラブ内検討・活性化委員会）の提案 

クラブも創設以来、大・小の流れの中でクラブ運営がなされてまいりました。ここで一度各セクションに

分けて検討することが必要であると思います。      

クラブ内テーマ １. クラブの適性会員数 徹底化 ２. 奉仕スタイルの確認 ３. 不相応会員対応 

４. 新入会員フォロー ５. クラブアッセンブリーのブラッシュアップ  

６. 会長・幹事の職務、事務相談引き継ぎ会 ７. 全ての規律慣習再検討  

８. 姉妹・友好クラブ関係見直し ９. 翌期以降の当委員会構成 

 

分区（旧ＩＭ）の取り決め 

広い地域の中に地区が存在している以上、地域間の温度差を縮めるためにも分区は必要です。 

地区幹事会で検討し提案。 

 

諮問委員会 諮問委員会（パストガバナーとの懇談・助言）を適時に実施する。 

 

公式訪問 

地区活動方針に基づき、クラブごとに訪問する。クラブの事情により、要請があれば合同で実施する。 

 

米山委員会 活動を活発にするため、目標を立てる。 

 

地区大会 ２０１６年１０月２２日（土） ２３日（日） ホテル・アゴーラリージェンシー堺にて 

〈記念ゴルフ大会は１０月１９日（水）聖丘カントリー倶楽部にて〉 

 

地区資金 常にガラス張り会計をモットーとする。地区賦課金の取り決め。次年度のための予算化 

 

オン ツー アトランタ  

２０１７年６月１０日～１７日に米国アトランタで行われる国際大会に参加しよう。 

ロータリー財団誕生の地で１００年に及ぶ財団の歴史を世界中の仲間と語り合いましょう。 


