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前回例会の報告 

2013年 9月28日(土)第 1584回 

例会変更及び「炉辺会合」夜間例会 

場所：Ｒｏｕｔｅ２６ 開会：18時～ 

 

 

 

 

 

 

前々回例会の報告 

2013年 9月20日(金)第 1583回 

卓   話「 雑話（数字あそび） 」 

卓 話 者 村上 強志 会員  

今週の歌「四つのテスト」「堺北ＲＣの歌」 

｢遠くへ行きたい｣  

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 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

  

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 4日第 1583号.第 1584号 

本日の例会 

 

時間 

 

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) 

 

2013年 10月 11日(金)第 1586回 

卓 話「 未定 」 

卓話者 山中 喜八郎 会員 

次回の例会 

 

時間 

 

＜9月 20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             23名 
出席準会員              1名 
欠席会員               9名 
ゲスト                0名 
ビジター              0名 

8月 9日(金)の出席率  90.62％ 

 

＜9月 6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             23名 
出席準会員              0名 
欠席会員              10名 
ゲスト                1名 
ビジター              0名 

8月 23日(金)の出席率  93.75％ 

 

http://www.sakai-kita.jp/
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卓話(9.20) 
 

「 雑話 ～数字あそび～ 」 

会員 村上強志 

 早いもので２回目の卓話となりました。２回目とあって少し緊張が和らでいる様な気が

いたします。 

これも RCでの勉強が生きていると実感し、感謝いたします。  

さて本日の卓話「雑和」数字あそびとは、数字の語呂合わせで少し数字で遊びたいと思

います。 

学生時代歴史の授業で「１１９２」作ろう鎌倉幕府やら数字で良く暗記したものです。最

近では車のナンバー、11‐22（良い夫婦、良いじぃーじ）、11－88（良いパパ）、等語呂合

わせの車を良く見かけます。ちなみに私は、つよしなので244。 

次は､人は生命誕生から死まで一生変わる事のない数字があります。誕生日です！今日

はみなさんのおめでたい誕生日の日が、何の日か調べて来ました。 

ぴったりと当てはまる会員や、なるほどと思わせる会員など、さまざまで調べていてとて

も楽しかったです。 いつもと違った卓話になり大変恐縮しております。 

本日はご清聴ありがとうございました。 

 

会員名 誕生日 何の日 

新井会員 8月7日 鼻の日･花の日･ﾊﾞﾅﾅの日 

池田会員 2月26日 咸臨丸(ｶﾝﾘﾝﾏﾙ)の日 

池永会員 2月14日 ﾁｮｺﾚｰﾄの日･ﾈｸﾀｲの日･ 

泉谷会員 12月4日 破傷風血清療法の日 

宇瀬会員 7月2日 うどんの日･たわしの日 

北側会員 3月2日 ﾐﾆﾁｭｱの日 

木畑会員 1月2日 ﾛｹｯﾄ(月)の日 

國井会員 7月5日 ｿﾌﾄｸﾘｰﾑの日 

小西会員 10月9日 塾の日･ﾄﾗｯｸの日･道具の日 

坂田会員 4月2日 週刊誌の日･国際子供の本の日 

笹山会員 6月5日 環境の日 

澤井会員 9月7日 CM ｿﾝｸﾞの日･国際青年ﾃﾞー の日 

塩谷会員 3月15日 万国博ﾃﾞー ･ｵﾘｰﾌﾞの日･涅槃会の日 

塩見会員 1月11日 鏡開きの日･塩の日 

城岡会員 4月19日 地図の日 

辰会員 2月23日 電子ﾒｰﾙの日 

嶽盛会員 10月19日 日ソ国交回復の日･住育の日 

徳田会員 9月17日 ﾓﾉﾚｰﾙ開業の日･ｷｭｰﾄな日 

中川会員 8月10日 帽子の日(ﾊｯﾄ)･ﾄｲﾚの日･道の日 

中田会員 8月30日 冒険家の日 

那須会員 9月2日 靴の日･宝くじの日 

畑中会員 1月1日 元旦･初売り･書初めの日 

濵口会員 7月30日 ﾌﾟﾛﾚｽの日 

藤永会員 2月14日 ﾁｮｺﾚｰﾄの日･ﾈｸﾀｲの日･ 

堀畑会員 10月14日 鉄道の日 

三上会員 10月18日 ﾐﾆｽｶｰﾄの日･統計の日 

山崎会員 7月4日 梨の日 

山中会員 2月7日 ふるさとの日･北方領土の日 

山ノ内会員 7月29日 ｱﾏﾁｭｱ無線の日 

米澤会員 9月11日 公衆電話の日 

綿谷会員 1月17日 おむすびの日･防災とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの日 
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会長の時間(9.20) 

会長の時間(9.28) 

 

 

 

会長 城岡陽志 

 

 今、半沢直樹というテレビドラマが、最高の視聴率を取っています。今週で最終回にな

り、「倍返し、１０倍返し」などの言葉が、流行語になっています。 

作者は、元銀行マンで、実話だそうです。舞台は Mバンクでリアルさも魅力になっている

のでしょう。 

素は小説から火が付き、ドラマ化された、人気小説でした。今私も知人に勧められて、海

賊という本を上下２巻読み終えました。読んで涙が出たのは初めてです。モデルは出光石

油の、創業者で壮絶な人生です。 

無一文から創業して、資産家がスポンサーとなり無償援助をします。何度も倒産寸前まで

いくのですが、資産家が、自分の資産を売り払って、彼の夢を自分の夢にして、同業者や

国家や外国資本やアメリカ相手に戦うドラマです。根底には消費者のためという、大義名

分が彼を戦わせます。この会社は、社員に全幅の信頼をして、出勤簿もタイムカードもな

く、どんな苦しいときもリストラは一切しない、胆力のある、素晴らしい経営者です。ぜ

ひ機会があれば、読んでいただきたく紹介しました。本当に社員をここまで、なぜ信じら

れるのか、また社員はなぜここまで、会社に死力を尽くして働くのか、大変考えさせられ

る本でした。 

今ロータリーも地区でもめていますが、根底に信じあう精神が、欠如していると感じます。 

 

 

 

会長 城岡陽志 

 

今回はユニークな企画の例会をしていただき、親睦活動委員会の皆様には感謝いたしま

す。 

例会はまず来て楽しい例会、勉強になる例会があるべき姿と考えます。そういう意味でい

ろいろ試行錯誤して、より良い例会づくりにチャレンジしていただきたい。 

また、私から今年度だけで良いので、お願いがあります。卓話の時間に是非会員の自叙伝

のような話をしてほしい。卓話の題材は「私の食えない時代」会員の皆さんが、皆ここま

で順風満帆できた人はいないと思います。以前にも塩見会員の苦しい時代の話や、中川会

員の苦学生時代の話など、大変感銘深く、また聞いた人が改めてその人の人生や、人間性

を深く知ることにより、より親しく親近感を感じたことと思います。 

食えない時代は恥ずべきことでなく、誇り高いことと思います。是非皆さんの食えない時

代の話をして頂き、皆で仲間としてより深い連帯感をつくっていけたらと考えています。

山中職業奉仕委員長にも、委員会活動の一環として、お願いしています。 
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ロータリーファイヤーサイドミティング（9.28） 

グループディスカッション報告 

 

Ａグループテーマ 

「これかからのロータリークラブの将来をどうするか。」 

報告 山中喜八郎 会員 

Ａグループメンバー；新井、木畑、嶽盛、那須、 

山ノ内、米澤、綿谷、山中。(敬称略) 

 

ロータリーの本当の良い所は、生涯の友を見つける所です。 

只、お昼飯をご一緒し例会で終わりでは、あまりに寂しすぎませんか。 

もう古い話になりますが、私が入会させて頂いた頃には、例会に早く来て、皆さんが何か

ヒソヒソとお話をなさっていました。後で聞くと、会社の経営がうまくいかずに、悩みを

聞いてもらっていたそうです。会には、証券会社も銀行もかなり上の方がいらっしゃいま

した。 

どんなに忙しくても、必ず例会に出て、知恵を頂き、励ましに力を貰っていたようです。

そして会社に戻って行き、見事再生して、喜びを分かち合ったと聞きます。会社がうまく

いっている時は誰もが喋りやすいので喋りますが、うまく行かなくなると、悩みは内にな

り、例会にも顔を出しません。困った時こそ、ロータリークラブを思い描いてほしいと思

います。業界でも１か２かと言われる方々が集まっていられます。 

経営者の中でもかなり高いクラスの方々がズラリといらっしゃいます。又人生経験の豊富

な方々ばかりですので、会社ばかりでなく、人生の勉強も家庭の事も聞いて頂けると思い

ます。 

その為には、まず委員会の仕事を一生懸命して、古いロータリアンの方と親しくなってく

ださい。こうしないと相談もできません。親しいから、打ちあけられると思います。まず

友人になる事です。 

そして、ステータスです。昔は本人にステータスが有りましたので、集まれば必然的にス

テータスが出来ました。ステータスの裏返しは責任です。ステータスを持つと言う事は、

それだけ真剣に責任が取れると言う事です。その為には、一度大阪ロータリークラブへ行

って見ましょう。ＴＶでしか見られない人がウロウロいます。それだけではなく２５０名

もいますのに、静かですし、勝手な事をする人はいません。 

このバッチを付ける意味が少し分かり、先が見えて来ると思います。 

 

Ｂグループテーマ「ロータリーいろは」 

報告 國井豊 会員 

Ｂグループメンバー；中川、池田、宇瀬、徳田、辰、中田、山崎、國井。(敬称略) 

 

色々なテーマの中から“ロータリーいろは”と久し振りの夜間例会の開催であったので、会

員の意見交換が積極的で色々な意見が出されました。この様な、会員相互の意見交換の出来

る会を１年間に何度か開催される事を希望しました。 

 

Ｃグループテーマ「例会について」 

報告 堀畑好秀 会員 

Ｃグループメンバー；城岡、小西幹夫、塩見、藤永、笹山、池永、堀畑。（レン・リン） 

（敬称略） 
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委員会報告(9.20) 

 

１）会場の移転を検討してはどうか、また食事の内容が少し低下している。 

２）ＳＡＡの人選については会場 

進行について全責任があるためロータリー歴の経験豊かな人材を登用する。 

３）親睦委員は例会受付にてゲスト、ビジターを温かく迎え、お席まで案内する、受付で

の喫煙は言語道断である。 

４）他クラブへの例会出席し、他クラブの優れたところを例会にて発表、クラブに取り入

れる。（東京ＲＣ，大阪ＲＣ） 

５）クラブの奉仕活動は多岐に亘って活動しているが、その内容がクラブ会員のエネルギ

ー源となるべくその活動の感動を会員に伝える。 

６）最近各委員会の報告が減少気味である。このことは各委員会活動が衰退していること

に繋がる。活発な活動を期待する。尚、予定事項や委員会報告は重複するぐらいに報

道願いたい。 

７）尚、例会変更や連絡事項は、携帯メールを使って連絡を願う。 

以上各グループよりの報告でした。 

 

 

 

 広報委員会  

「クラブ週報についてのお願い」 

広報委員会  池田茂雄 

 当クラブの活動状況を広く皆様方に知って頂くべく毎週発行しております「クラブ週

報」のうち、毎月１回分について「堺北ＲＣホームページ」上に掲載し広報に努めてまい

りました。 

 前年度 徳田会長年度までは毎月１回分の掲載でしたが、今年度 城岡会長年度からは毎

週の「クラブ週報」すべてをホームページ上にも掲載し広報に努めております。この週報

は、毎週例会時の行事をはじめ、その他当クラブでの諸行事の内容を紹介し、当クラブ会

員はもとより、他クラブ会員の皆様など多くの方々に知って頂くことを目的として発行し

ているものであります。 

 ところで、毎週の「卓話の時間」に外部から講師をお迎えしての卓話の場合、紹介して

頂く担当会員は外部講師の先生に「お話しの内容が顔写真つきで週報に掲載され、又、ホ

ームページ上にもアップロードされます」ということを必ず伝えて了解を得て下さいます

ようお願いします。万一、その了解が得られない場合には、その旨を必ず当委員会まで連

絡して下さいませ。以上、くれぐれも宜しくお願いいたします。 

 

「ロータリーの友 ９月号のご紹介」 

広報委員 米澤邦明 

 

①「ロータリーの新しいウェブサ 

イト」ヨコ組記事 P1 

2013-14年度RI会長ロン・バートン氏からのメッセージです。 

国際ロータリーが2年の歳月を費やし新しくウェブサイトを立ち上げました。直接世界に

繋がるということで各クラブや個人の活動に有効に取り入れることができたら素晴らし
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いです。 

 

②「変革の時代をどう生きるか」 タテ組記事P2～P6 

 松坂東R.C. 吉田 修 

伊賀の里モクモク手づくりファームという長閑な名称とはかけ離れた経営者としての

強い信念が伝わってきます。客単価が滞在時間に比例するという考え方からお客の滞在時

間をどのように延長するようにもっていくか、また行き先の決定権を握っている女性に認

められるような施設の考案、課題を抱えながらもマーケティングを通しアイデアを出し挑

戦していく姿に経営者としての力強さがうかがえます。 

また、なぜ野菜を売るのか、それは土の匂いが金の匂いを消す。という、「経営」という

イメージを消費者の脳裏から払拭させる手段は、様々な事業のイメージつくりに応用役立

つのではと関心しました。 

 

③「クラブ創立六○周年の思い出」タテ組記事P8～P9 

堺R.C 黒川眞男 

 

社会奉仕委員会 

児童養護施設 清心寮の子供達との 

「ふれあいバーベキュー大会」 

           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、昨年に引き続きまして 児童養護施設 清心寮の子供達を招いて、バーベキュー大

会を開催致します。 

食欲の秋、大いに食べて、小学生の子供達と遊んで、楽しいひとときを過ごしていただけ

ればと思います。 

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２日（土） 

      午前１１時から午後１時３０分頃   

場所：大泉緑地 野外炉 バーベキュー施設 

     堺市北区金岡町 128 ℡：072-259-8600 

会費：３，０００円 

備考  

①雨天等中止の場合は、午前１０時位までに連絡致します。 

②バーベキュー施設は、午後２時完全撤収のため後片付けにご協力をお願い致します。  

③駐車は第３駐車場が比較的近いです。       

以上 

 

第３回子ども囲碁フェスタ・堺準備委員会 

第２回準備会議報告 

囲碁フェスタ準備委員会                

副委員長  坂田兼則                                                   

 

打合せ会議報告       

日時：平成 25年 9月 11日（水）午後6：30～9：30 

場所：すし亭「幹」   

<内容> 

第３回子ども囲碁フェスタ・堺 本年度の準備活動についての、打合せ会議を下記会員に
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ＳＡＡ報告(9.28) 

て開催いたしました。 

参加者会員  

山中・那須・宇瀬・山ノ内・綿谷・中田・木畑・中川・辰・米澤・山田・坂田 

（１２名出席） 

以上、会議報告いたします。 

 

会員増強委員会 

会員増強委員長 山ノ内修一 

 

  今年度は会員数を「１２名増の４０名」にするという大きな目標を立てています。 

 皆さまのお知り合いにロータリークラブについての「声かけ」を行っていただき、例会

見学などを勧めていただきたいと考えています。 

入会の可能性があると思われる方には、私及び副委員長の山中会員が説明と勧誘に行きま

す。また時間が取れるなら城岡会長にも同行をお願いするつもりです。 

 ぜひ入会可能性のある方の紹介をお願いします。 

 

                           

 

 

新井茂文会員 本日交通安全キャンペーンに参加の折ダイキンの加湿+空気清浄機のパン

フレット配達しました。販売キャンペーンのご協力に感謝申し上げます。 

那須宗弘会員 遅刻してすみません。 

城岡陽志会員 前回、中国出張中で副会長はじめ、皆様に大変ご迷惑をおかしました。 

10月第２週もベトナム出張で欠席します。 

深く深くもっと深く反省しております。 

塩見 守会員 城岡会長昨日は珈琲ご馳走様でした。 

今日の交通安全で妻のお父さんにチラシと冷えピタを渡しました。 

お互いにビックリしました。 

藤永 誉会員 今朝有難うございました。今晩宜しくお願いします。 

村上強志会員 村上くん卓話頑張って下さい。 

合 計 １３，０００円 

 

 

 

堀畑好秀会員 楽しいお酒をいただきました。 

國井 豊会員 意義ある夜間例会。次回は辰会員が段取してくれる様です。 

那須宗弘会員 山崎会員本日は素晴らしいステージを提供頂き有難うございました。 

那須宗弘会員 綿谷会員はじめ親睦の皆さん御苦労様でした。有難うございました。 

山ノ内修一会員 今日は良かった。最高！ 

宇瀬治夫会員 今日の炉辺会合有難うございます。 

堺北ＲＣは最高です。今後共よろしく。 

嶽盛和三会員 先週、先々週２回欠席いたしました。 

本日の例会が盛会でありますように。 

城岡陽志会員 ユニークな例会を有難う。どんどん楽しい例会をやって下さい。 

ＳＡＡ報告(9.20) 
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徳田 稔会員 城岡会長いまから度々この様な例会しましょう。 

綿谷伸一会員 久し振りのファイヤーサイド楽しみです。 

辰 正博会員 本日は非常に楽しかったです。 

中田 学会員 山崎会員今日は有難うございました。 

木畑 清会員 鹿児島ＲＣへ行ってきました。バッチを頂きました。 

桜島が大きくデザインされています。 

米澤邦明会員 今日は、１時間前まで例会の事を忘れていました。 

スマホが教えてくれたので参加出来ました。 

言わなければ分りませんよね！！ 

中川 澄会員 初めてのファイヤーサイドミーティング、楽しみです。 

山崎会員お世話になります。 

小西幹夫会員 山崎さん、今日は有難うございます。 

塩見 守会員 堀畑座長色々な話を聞いて下さいまして有難うございました。 

藤永 誉会員 良いですね！ 

ファイヤーサイドミーティングって。 

山崎市郎会員 本日はＲ２６をお使い頂き有難うございます。 

笹山悦夫会員 ロータリーの原点をほうふつとされるとても素晴らしい会議でした。 

池永隆昭会員 寒くなりました。 

合 計 ６１，０００円 

 

 

 

（１）配布物 

   ・週報 

   ・ロータリーの友９月号 

（２）来週の例会27日は例会変更により 28日(土) 

   夜間例会となっております。皆様お間違いなきようお願い申しあげます。 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

   該当クラブなし。 

 

 

 

（１）配布物 なし 

（２）連絡事項  

   来週の例会10月 4日は、同日例会場変更「開口神社」となっております。 

ご案内は事務局からＦＡＸさせて頂きます。 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

  ・堺東南ロータリークラブ 

   10月 10日(木)→羊の家 北野田駅前 18：00～ 

  ・堺泉ヶ丘ロータリークラブ 

   10月 15日(火)→同日「秋の宴例会」 

   10月 22日(火)→10月 20日(日)第 24回ニューミックステニス大会 

   10月 29日(火)→10月 27日(日)地区大会 

幹事報告(9.20) 

幹事報告(9.28) 



 

 -- 9 -- 

  ・堺おおいずみロータリークラブ 

   10月 31日(水)→10月 27日(土) 

創立 28周年記念例会 18：00～「ホテルアゴーラリージェンシー堺」 

  ・堺東ロータリークラブ 

   10月 29日(火)→定款第 6条第 1節の規定により休会 

  ・堺フェニックスロータリークラブ 

   10月 31日(木)→10月 27日(日)地区大会 
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