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前回例会の報告 
2013年 12月 6日(金)第 1594回 

卓 話 「阪堺線の取り組みについて」 

卓話者  堺市建築都市局交通部  

理事 田村啓一郎様 

紹介者  堀畑好秀 会員 

今週の歌「 君が代 」「 奉仕の理想  」 

    「 雪の降る街を 」 

お客様の紹介 堺市建築都市局交通部 

        田村啓一郎様・濱野雅之様 

米山奨学生 レン・リン様 

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（12月度） 

 泉谷一郎会員( 4日) 塩見 直子様( 3日) 

  嶽盛 幸子様(25日) 堀畑キヌ子様(26日)  

澤井 ふみ様(30日) 

○結婚記念祝い（12月度） 

 泉谷一郎会員( 4日) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

  

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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：池田茂雄 編集者 :綿谷伸一 

2013年 12月 13日第 1594号 

本日の例会 

 

時間 

 

2013年 12月 13日(金)第 1595回 

卓 話 「 上半期を顧みて 」 

卓話者  城岡 陽志 会長 

今週の歌「 我等の生業 」「 冬景色  」 

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（12月度）該当者なし 

2013年 12月 21日(土)第 1596回 

「例会変更 及び 忘年例会」 

受付 17時～ 開会 17時 30分～ 

場所：スイスホテル南海大阪７F「花桐」 

次回の例会 

 

時間 

 

＜11月22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             20名 

出席準会員              0名 

欠席会員              13名 

ゲスト                3名 

ビジター              0名 

10月25日(金)の出席率  100.00％ 

 

http://www.sakai-kita.jp/
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会 長 の 時 間 

卓     話  

 

「阪堺線の取り組みについて」 

卓話者  堺市建築都市局交通部  

理事 田村啓一郎様 

 

「阪堺線の再生、活性化に向けた取組みについて」というテーマで、阪堺線の状況、取

組みの内容、堺市公共交通活性化促進基金についてのお話をさせていただきます。 

阪堺線の堺市内区間の利用者が、昭和 30年代をピークに劇的に減少し、堺市内区間が廃

線の危機に直面する事態に至った。 

このため、長年にわたり市民に親しまれ、これからのまちづくりにも必要である路面電

車を存続するべく、阪堺線への支援を決定し、阪堺線再生、活性化に向けた取り組みを進

めている。 

ゾーンチケット、高齢者割引運賃、1 区間運賃化などの運賃施策の導入や、ＩＣカード

システムや低床式車両の導入、停留所の増設と機能改善、電車優先信号などの高度化等利

便性向上への支援を行い、利用者拡大、利便性向上を図っていくなか、こうした取組みに

より、減少し続けていた利用者数が、増加に転じることとなった。 

最近の取組みとしては、低床式車両「堺トラム」を導入し、1両編成の営業運行を開始

するとともに、平成 26 年春の営業運行に向けた２両編成の車両製作を手がけている。ま

た、全国路面電車サミット大阪・堺大会の一周年記念イベントとして「堺ちん電フェステ

ィバル２０１３」を開催した。 

今後、ＩＣカードシステムの導入、新たな停留所の新設（石津北停留所）、宿院停留所

や天王寺停留所の改修などの取組みを実施する予定にしている。 

堺市公共交通活性化促進基金について、平成２４年度は 1,164万円、平成２５年度は現

在までに 543万円もの寄附金が寄せられており、「堺トラム」の導入に活用している。 

この基金には、車内への氏名掲示や車内広告掲載、記念品（堺市特産品や阪堺グッズ）

贈呈などの特典を設けている。 

今後とも、幅広く募集活動を行い、この基金を有意義に活用していきたい。 

以上 

 

 

会長 城岡 陽志 

「プロ野球の契約更改」 

毎年恒例の、プロ野球選手の契約更改の時期となり、テレビで連日放映されています。他

人の収入に興味はありませんが、考えさせられることがあります。 

まず今年の中日の選手が、軒並み大幅ダウンとなっています。今期は最下位で、フロント

に元監督の落合さんが着任しました。俺流で悪いときは大幅ダウン、良いときは大幅アッ

プ。世の中の常識で言えば当然ですが、選手は大変です。まして落合さんは現役時代,更改

の時期は毎年もめた有名人です。今度は経営側になり、さらにドライになったようです。 

もう一つ興味があるのは、阪神の新人で大活躍した藤波です。年俸３０００万から、５割

アップの４５００万になりました。まだ１８歳です！ 

興味があるのは、若いとき大金をつかみ、引退してから悲惨な人生を送っているプロ野球

選手がなんと多いことか、私の高校の後輩も多額の契約金を手にして巨人に入り、２軍暮

らしで引退したが消息不明です。 



 

 -- 3 -- 

委 員 会 報 告 

過去数々の有名選手が、人生から落後していってます。 

思うに若いとき、大金を手にして金銭感覚を失い、コツコツこまめに働くことなどバカら

しくなり、ちやほやされて、水商売や飲食業に投資して、素人商法で失敗した話をよく聞

きます。 

テレビでこの季節になると華々しい話の陰で、入団と同じ人数が首になり退団していきま

す。プロの世界はなんとも厳しい、我々は牛のよだれのように、少しずつ、コツコツ稼い

で、まじめに生きていくのが一番良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 囲碁フェスタ実行委員会  

会長 城岡陽志 

囲碁フェスタ実行委員長 宇瀬治夫 

 

「第３回子ども囲碁フェスタのご案内」 

 

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。 

さて、「第３回子ども囲碁フェスタ」当日のご案内は下記の通りです。ご出席頂けますよう、

お願い申し上げます。 

 

記 

日  時 ： 平成25年12月15日（日） 

集合時間 ： 午前10時 

場  所 ： サンスクエア堺 

以上 

 

 そ の 他  

会長 城岡陽志 

幹事 中川 澄 

「2014年新春合同例会のご案内」 

 

寒冷の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、新春合同例会は下記のとおり開催いたしますので、皆様方の多数のご参加をお願い

申し上げます。 
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Ｓ Ａ Ａ 報 告 

記 

開 催 日   平成26年1月16日（木） 

場   所   ホテルアゴーラリージェンシー堺 

登録受付   午前10時20分 

プログラム  合同例会 11時00分～11時30分 

       新春放談 11時35分～12時50分 

        （各クラブ会長スピーチ 約5分） 

       パーティ 12時50分～13時30分 （ビュッフェスタイル） 

以上 

 

 

 

新井茂文会員 チンチン電車の広告に協力お願いします。 

岡山RCの稲荷作さんから高島屋京都6Fで展示会2013.12.11～12.17まで

開催されます。以前堺北RCとも交流がありました。 

山中喜八郎会員 先日はグルメの会に欠席で申し訳ありませんでした。 

木畑さん、小西さんごめんね。 

山ノ内修一会員 藤永さん、心のオアシスの作製では手数をかけました。 

有難うございます。 

城岡陽志会員 田村理事長、卓話有難うございます。 

綿谷伸一会員 先日タイとミャンマーに 35周年記念事業の参考にと視察に行って来まし

た。チェンマイ RCの会員と食事をし、奉仕について語り合いました。 

中田 学会員 田村理事お久し振りです。頑張っておられますね。 

中川 澄会員 田村様、本日卓話よろしくお願いいたします。 

先日、堺トラムに初めて乗りました。 

塩見 守会員 妻の誕生日に花を頂きまして有難うございます。 

藤永 誉会員 堺市建築都市局交通部様ようこそお越し下さいました。 

笹山悦夫会員 お世話になっている地域への奉仕として、民生委員を拝命いたしました。 

合 計 ２５，０００円 

 

 

 

 

（１）配 布 物 週報・卓話資料 

         

（２）他クラブ例会変更のお知らせ 

・高石ロータリークラブ 

    12月24日(火)→同日18時～クリスマス家族会 

            於、南海グリル東店 

 12月31日(火)→定款第6条第1節により休会 

  1月 2日(木)→定款第 6条第1節により休会 

     1月 7日(火)→1月9日(木)18時30分 

「高石3ＲＣ合同新年会」於、サンルート関空 

 

 

幹 事 報 告 
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第６回定例理事会 

2013-2014年度理事会構成メンバー 

城岡、山ノ内、綿谷、中川、藤永、國井、那須、中田、山中、坂田、宇瀬、徳田、辰、

塩見                （計１４名中、１０名出席により理事会成立） 

 

日 時  ２０１３年１２月６日（金）例会後 

場 所  「ＰＡＮＴＡＲＯＮ」 会議室 

議 案   

１．１１月度 １１ＲＣ連絡会報告 －承認 

 

２．フィリピン台風被害支援の件  －クラブとして寄付はしない 

 

３．「カムリーバンク」（ポール・ハリス夫妻元自宅）支援の件 

                 －クラブとして寄付はしない 

４． 地区の件報告 －承認 

 

11月度堺11RC連絡会 

日時：11月15日(金)14：30～ 

場所：PANTARON        

        

<議案> 

１．震災復興キャンペーンの件 

（堺泉ヶ丘ロータリークラブ） 

平成２６年２月２３日１０：００～１５：００、泉ヶ丘噴水広場において堺泉ヶ丘 RC

クラブ主催、テニテクラブＲＣＣ、堺よさこいかえる祭り実行委員会協力により実施。

参加・協力の呼びかけ 

 

２．新春合同例会場に関するご連絡 

（堺中ロータリークラブ）   

１２月度連絡会の際、新春合同例会場に掲げる各クラブの旗を持参されたい。 

 

３．ベトナム人学生の米山奨学生としての受け入れの件 

       （堺北ロータリークラブ）   

堺市内にベトナム領事館があることから、堺市や堺の経済界がベトナムとの友好を深

める努力をしている。このような事情を踏まえ、積極的にベトナム人学生を米山奨学

生として自クラブで受け入れようと考えて頂けるなら、米山記念奨学会に申し出て頂

ければ考慮される可能性がある。 

 

４．堺かるた大会協賛の件 

（堺フェニックスロータリークラブ） 

堺北西南西ロータリークラブが取り組んでいた堺かるた大会事業を、堺フェニックス

ロータリークラブが引き継ぐことになったので、平成２６年２月実施大会について各

クラブに協賛団体となってほしい。 

 →出席クラブは承認、欠席された堺ロータリークラブには個別に確認頂く 

 

５．増強のためのアイテム（パンフレット等）に関する情報交換の件 

そ の 他 
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各クラブで会員増強用パンフレット等作っているなら、次回連絡会に持参、情報交換

する。 

 

<次回連絡会>  

開催日時 12月18日(水)14：30～ 

場  所 堺商工会議所３F 中会議室 

ホ ス ト 堺おおいずみロータリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の歌「冬景色」 

さ霧消ゆる 湊江（みなとえ）の 

舟に白し 朝の霜 

ただ水鳥の 声はして 

いまだ覚めず 岸の家 

 

烏（からす）啼（な）きて 木に高く 

人は畑（はた）に 麦を踏む 

げに小春日の のどけしや 

かへり咲（ざき）の 花も見ゆ 

 


