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本日の例会

前回例会の報告
2013 年 12 月 21 日(土)第 1596 回
「例会変更・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」

2014 年 1 月 10 日(金)第 1597 回

時間

卓 話 「 古典芸能 」
卓話者

木畑 清 会員

＜12 月 21 日(土)の出席報告＞
会 員 数(会員 32 名･準会員１名) 33 名
出席会員
24 名
出席準会員
0名
欠席会員
9名
家族
25 名
その他
6名
11 月 8 日(金)の出席率 87.50％

今週の歌「 君が代 」
「 奉仕の理想 」
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（１月度）
畑中一辰会員( 1 日) 木畑 清会員( 2 日)

前々回例会の報告
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

塩見 守会員(11 日) 綿谷伸一会員(17 日)
村上 美香様( 8 日) 宇瀬さゆみ様(13 日)
中田のり江様(17 日)
○結婚記念祝い(１月度)
國井 豊会員(15 日) 小西幹夫会員(23 日)

次回の例会

＜12 月 13 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
18 名
出席準会員
0名
欠席会員
14 名
ゲスト
1名
ビジター
0名
11 月 1 日(金)の出席率 87.50％

2014 年 1 月 16 日(木)第 1598 回

時間
「例会変更・新春合同例会」

受付 10 時 20 分

開会 11 時 00 分

場所：ホテルアゴーラリージェンシー堺
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会長の時間(12.13)
会長 城岡 陽志
今日は薄利多売の話をします。
安売りで有名になったのは、スーパーダイエーを思い出します。今では安売りが当たり前
で、日本橋の電気屋では、他店の値段を言えば合わしますとか、山田ではネットの値段を
提示すれば合わしますなど、商売のルールがなくなり、店頭販売とネット販売が、し烈な
競争をしています。負ければダイエーのようになり、安売りの勝者はないと思います。
牛丼、ハンバーグ、寿司などの各社の戦略を見ていると、安売りは体力の消耗戦でしかあ
りません。
極めつけはタクシー業界です。政府が規制緩和で自由にした途端、各社が車を増やし決ま
ったパイを食い合ってどこも利益が出ません。運送業界も同じです。しわ寄せは運転手に
来て、収入が減り哀れな状態で、政府も見かねて規制緩和を止めて許可制にしました。こ
こで考えねばならないのは、価格で競争して共倒れの道を選ぶのでなく、サービスなど他
社との差別化をして、価格競争からどう抜け出すかに知恵を絞るべきです。
差別化の競争を大いにやり、顧客にどう満足を与えるかで生き残りをするべきです。安易
に安売りに走るのは結局、倒産を早めるだけです。ロータリーの発足の精神は、仕事は仲
間に頼み助け合おうが基本精神です。せめてロータリアンは安直な安売りに走らず差別化
で、特色のある企業づくりに邁進すべきと考えます。

委 員 会 報 告
広報委員会
「第３回 子ども囲碁フェスタ･堺」開催のご報告
広報委員長 池田茂雄
2013 年 12 月 15 日(日)、当クラブ主催による「第３回 子ども囲碁フェスタ・堺」が、
「堺市教育委員会・堺市こども会育成協議会・堺商工会議所・日本棋院」後援のもと、Ｊ
Ｒ堺市駅前の「サンスクエア堺」において盛大に開催されました。今年で３年目をむかえ
たこの行事ですが、
「囲碁を知らなくてもだいじょうぶ・みんなで囲碁を楽しもう・参加
費は無料です」のキャッチフレーズで、参加資格を小学生として呼びかけました。小学生
を対象としたこの催しは、囲碁の魅力を通して心身ともに健やかな人間性の育成に寄与で
きればとの思いで始めたものであります。堺市広報への掲載、堺市内公共機関などへのポ
スターの掲示、囲碁フェスタ堺ホームページ並びに、堺北ロータリークラブホームページ
への掲載などＰＲに努めた結果、参加小学生と保護者及びご来賓それに大会関係者を含め
て 200 名ちかい集まりとなりました。
定刻の午後１時、塩見守会員の司会により開会式から始まった。主催者を代表して城岡
陽志当クラブ会長より、ご参加いただいた参加小学生並びに保護者等同伴の皆様へ歓迎の
ご挨拶があった。つづいて、ご来賓を代表して木村正明 堺市教育委員会教育長より、次
のようなお言葉をいただいた。
「子どもたちが日本の伝統文化である囲碁を通じて集中力
や創造力を豊かにするとともに、規範意識の醸成や交流を通したコミュニケーション能力
がはぐくまれることを大いに期待しています。本市といたしましても、めざす子ども像を
＜それぞれの世界へはばたく“堺っ子”＞と定め、自尊感情をはぐくむとともに、他人も
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認め、自分の夢の実現に向かって、あきらめずに努力する子どもの育成を推進しています。
その施策の柱の一つとして、学校・家庭・地域が一体となって取り組む地域協働型教育を
進めているところであり、堺北ロータリークラブの皆様方におかれましては堺の子供たち
を育成するチームの一員として、今後一層のご理解、ご協力賜わりますようお願い申し上
げます」とのご挨拶をいただいた。つづいて当クラブ会員 日本棋院所属プロ棋士 山田規
三生九段より、
「いまや囲碁は世界 70 カ国以上で打たれ、プロ、アマの世界大会も行われ
ております。勝ち負けを競いあうゲームですが、それだけではなく、礼儀、マナーを守り、
人を思いやり、お互いにベストを尽くすことによって、より深い交流が多くの人々と出来
るのも魅力の一つです。初めて碁石を握る子供たちもいると思いますが、優しい笑顔の棋
士がゆっくりわかりやすく手ほどきをいたします。大人になってからも十分楽しめますし、
強くもなれます。またご家族の方々はせっかくのチャンスですので、気後れせずにご参加
ください。囲碁を通じて人を思いやる気持ちや、勝負での喜びや悲しみ、また驚きや感動
を沢山経験して、これからの学業や社会生活に生かしてもらえれば幸いです」との挨拶の
あと、北側一雄大会副委員長より大会進行についての注意事項等詳細な説明があった。
いよいよ本番、申込者の自己申告による棋力データをもとに、
「名人戦Ａクラス･8 名」
、
「名人戦Ｂクラス･12 名」
、
「名人戦Ｃクラス･24 名」そして「入門教室･22 名」の４部門
に分かれて各会場に移動した。囲碁のルールから学ぶ初心者を対象とした入門教室では、
特に家族同伴の方々100 名ちかくが参加していただき大盛況でした。
「黒白交代で置く」
「相手の石を囲うと取れる」
「囲った陣地の多い方が勝ち」など女性棋士皆様の丁寧な指
導に目を輝かせて聴き入る生徒たち、先生の質問に手を挙げて答える生徒など充実した約
３時間でした。名人戦Ａクラスでは上級者の参加で真剣勝負そのもの、熱戦が３時間あま
りつづいた。ＢクラスとＣクラスでは、緊張した表情の生徒たちも多く、プロ棋士先生た
ちの見守る中で対局が始まった。時が経つにつれてなごやかな雰囲気へと変わり、
「勝っ
た・負けた」の中での対局でした。全ての競技が終了し予定どおり午後４時から、宇瀬治
夫実行委員長のもとで表彰式が行われた。
(1) 名人戦Ａクラス
(2) 名人戦Ｂクラス
(3) 名人戦Ｃクラス

優勝者

佐藤史都君

（小学５年生）

準優勝者 宅見悠作君

（小学３年生）

優勝者

永井大地君

（小学６年生）

準優勝者 永井大成君

（小学６年生）

優勝者

（小学３年生）

池上琴音さん

準優勝者 印丸友喜君

（小学２年生）

入賞された生徒の皆さん、おめでとう、これからも頑張りましょうね。
本日、最後の行事、囲碁関係のグッズや山田規三生九段著書などが当たるお楽しみ抽選
会が行われ、賞品を手にした生徒たちの笑顔が印象的でした。
すべての行事が終了し、堀畑好秀大会副委員長より、私ども堺北ロータリークラブ会員
が一丸となって準備してまいりましたが、このように多数の皆様に参加していただき盛大
に大会を催すことができました。生徒諸君をはじめ、ご参加いただいた保護者の皆さまに
心から感謝申し上げます。本日の行事開催に当たっては、公益財団法人日本棋院所属のプ
ロ棋士、山田規三生先生、水戸夕香里先生、佃亜紀子先生、佐々木毅先生ほか多数の先生
方には心のこもった温かいご指導を賜り、おかげをもちまして成功裡に終了することがで
きました。厚くお礼申し上げます。私共は、世界各国で親しまれている囲碁の魅力を若い
世代に伝えるべく、
「子ども囲碁フェスタ・堺」これからもつづけて参りますので、ご支
援賜りますよう宜しくお願いいたしますとの挨拶で幕を閉じた。
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◇開会式の会場風景

◇入門教室の風景

◇対局風景

-- 4 --

◇Ａクラス入賞者

◇Ｂクラス入賞者
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◇Ｃクラス入賞者

親睦活動委員会
「忘年親睦家族例会」報告
親睦活動委員会委員長 那須 宗弘
下記の概要で「忘年例会・忘年親睦家族会」を開催致しました。
第一部例会の後、第二部の忘年家族会は池永会員の司会により進められ、藤永会員の参
加者紹介の後 山ノ内会員による乾杯ではじめられました。
和気あいあいの中 ガールスカウトの皆さんと一緒にゲーム後、辰会員の御令嬢らによ
るピアノ演奏等で盛り上げて頂きました。
最後に城岡会長によるサンタクロースの入場で子供達にプレゼントが配られ、
その後
「手
に手つないで」を皆で合唱し終わる予定でしたが、サプライズ演出で山ノ内会員のピアノ
演奏があり散会と成りました。
今回此の催しを開催するにあたり、御尽力頂きました親睦委員の皆様初め御協力頂きま
した方々に心から感謝申し上げ御礼の御報告とさせて頂きます。
どうか会員皆様方にとって来年が良い年で有ります様お祈り申し上げます。
記
日

時：平成２５年１２月２１日（土）

第一部例会： 17：30～18：00
第二部例会： 18：00～20：30
会

場：南海スイスホテル７階「花桐」

参 加

者

会

員： ２４名

ゲ ス

ト：

３名

家

族： ２５名

その他

：

１名

ファミリー：

２名
合
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計： ５５名

広報委員会
「お正月に会員が開口神社参拝」
広報委員長 池田茂雄
アグチ

2014 年 1 月 3 日(金)午前、当クラブ会員三上尚嘉宮司主宰の「開口神社」に会員
15 名がお詣りし、今年一年間の会員並びにご家族皆様の無事をお祈りいたしました。
併せて、今年度のＲＩ会長 ロンＤ.バートン氏が掲げる「ロータリーを実践し、みん
なに豊かな人生を」の精神のもと、ロータリーの目指す平和な世界でありますようお
祈りしてまいりました。
◇ 開口神社境内にて

ゴルフ同好会
第８１回北輪会開催のご報告
代表世話人 塩見 守
２０１４年１月５日(日)天野山カントリークラブにて、第８１回北輪会ゴルフコンペを開
催しました。新春を迎えて、すぐの日程にも関わらず、１８名のゴルフ好きメンバーが集
まって下さいました。とても感謝しています。当日は、凄くいい天気で、風もほとんど無
くて最高のコンディションの中で、ゴルフを楽しみながら、親睦を計れる事が出来ました。
その中で、新井会員が素晴らしいゴルフをされまして、見事に優勝しました。おめでとう
ございます‼ 今回は、４名の方が初参加して下さいました。これからも北輪会を活気あ
る同好会にして行きたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。当日ご参加して下
さいました皆様お疲れ様でした。結果は次の通りです。
優勝

新井会員

・２位

城岡会長

◇ 集合写真
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・３位

塩見会員 ・ベスグロ

城岡会長

社会奉仕委員会
｢ガールスカウト 15 団 新年会｣参加のお誘い
社会奉仕委員長 坂田兼則
時下、益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
平素は、社会奉仕活動にご理解、ご協力を戴き有難うございます。
さて、ガールスカウト 15 団より新年会のご案内が届きましたので、会員皆様にお知らせ
いたします。
お忙しい中恐縮ですが、ガールスカウトの皆さんも楽しみにされているということで、是
非多くの会員様にご参加いただきます様、お願い申し上げます。
記
日

時：平成 2６年 1 月１２日（日）13 時 30 分～15 時 30 分

場

所：けやき会館（向陵西町１丁１）

出欠締切：1 月１０日例会時まで
歩こう会
「ＪＲ大阪環状線１周ウォークのお誘い」
代表世話人 中川 澄
平素は何かとお世話になり誠にありがとうございます。堺北ロータリークラブ歩こう会
の平成２６年歩き初め行事のお誘いです。
記
日時：平成２６年１月１２日（日）
受付開始 ８：００
出発式 ８：４５
集合：梅田スカイビル
参加費：１０００円
距離： 半周 １４㎞
１周 ２７㎞
大阪歩け歩け協会が主催する毎年恒例の行事で、その名のとおり、ＪＲ大阪環状線に沿
ってぐるっと１周しようという企画です。１周してもＯＫ、半周で帰ってもＯＫ。どこで
嫌になっても、すぐにＪＲに乗って帰れます。半周し終わったところでお店に入って昼ご
飯を食べるので、昼食の用意は不要です。
事前申込みは不要。当日、出発式開始前に梅田スカイビルに行って受付をして下さい。堺
北ロータリークラブ関係の参加者が出発式会場のどこかにいるので、中川の携帯電話を鳴
らして居場所を確認して下さい。
お問い合わせは、中川の携帯電話宛頂きますようお願いいたします。

ＳＡＡ報告(12.13)
山ノ内修一会員 酔った勢いで「潮」を買いました。
城岡さん、カッコ良かったです。
嶽盛和三会員 ３週間続けて例会を欠席致し申し訳ございません。今日は１７年来の
インドの友人クマール氏も同席させて頂きました。
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。
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城岡陽志会員 半年間、大変お世話になりました。来週から中国へ行きますが、思い残す
ことは、何もありません！お幸せに！
塩見 守会員 早いものでもう半年経ちました。皆様来年もよろしくお願いします。
藤永 誉会員 囲碁フェスタ、皆で力を合わせて頑張りましょう。
畑中一辰会員 本日夕方より台湾へ行きます。囲碁フェスタ出れませんが宜しくお願い致
します。
合 計 １８,０００円

ＳＡＡ報告(12.21)
松岡 史子様 今年も色んな催しに参加させて頂き楽しい１年でした。
来年も宜しくお願い致します。
白木 隆子様 お耳よごしの一句です。
“年の瀬に集う友の輪又うれし”
久し振りに華やかな家族会に参加させて頂きまして有難うございます。
池田茂雄会員 今年も後わずかですが、皆様良いお年をお迎え下さいませ。
那須宗弘会員 城岡会長前期御苦労様でした。来年も宜しくお願い致します。
濵口正義会員 ニコニコ。
山ノ内修一会員 来年がいい年でありますように。
北側一雄会員 この１年、何かとお世話になり、誠に有難うございました。
城岡会長、あと半年頑張って下さい。
嶽盛和三会員 半年間お世話になりました。下半期も宜しくお願い致します。
本日は家族半分参加させていただきました。
城岡陽志会員 来年は６５歳。四捨五入で７０代。
アーイヤダ！頭はハゲても心は青春でいたい。皆さんどうぞいいお年を！
徳田 稔会員 忘年例会に欠席ですみません。私は今夏を満喫しています。皆様お元気
で！！
綿谷伸一会員 メリークリスマス!!子ども達大きくなってビックリです。
中田 学会員 メリークリスマス。来年も宜しく。
山ノ内会員３日間落ち込まないように！
木畑 清会員 親睦委員の皆様、大変お世話になります。
澤井久和会員 本日は親睦委員のスタッフの皆様有難うございます。楽しませて頂きます。
中川 澄会員 皆様、上半期大変お世話になりました。
下半期も宜しくお願いします。
小西幹夫会員 来年もよろしく。
塩見 守会員 三宅君、奥様ようこそ堺北ロータリークラブにお越し下さいました。
今日はゆっくり楽しんで下さい。
藤永 誉会員 折り返しからが大事です。
ゴールはすぐそこだ！
畑中一辰会員 小倉様・菊池様・辰様アトラクションを楽しみにしています。
１２月１６日に新しく会社を設立しました。
今後ともよろしくお願いします。
笹山悦夫会員 子ども囲碁フェスタでの子ども達の真剣な姿に心が洗われるようでした。
とても良かったです。
合計 １２５，０００円
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