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前々回例会の報告 

2014年 1月 10日(金)第 1597回 

卓 話 「 古典芸能 」 

卓話者  木畑 清 会員 

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) 

 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) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

  

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

2014年 1月 24日第 1597号・第 1598号 

本日の例会 

 

時間 

 

2014年 1月 24日(金)第 1599回 

卓 話 「 薬物乱用ダメ・ゼッタイ 」 

卓話者  大阪府健康医療部薬務課麻薬毒劇物  

藤川様 

今週の歌「 四つのテスト 」「 青い山脈 」 

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（１月度） 

 綿谷伸一会員(14回)  

藤永 誉会員(2回) 

2014年 1月 31日(金)第 1560回 

「例会変更・炉辺会合」 

受付:18時 30分 開会：19時 00分 

場所：和牛焼肉仁屋堺本店 

次回の例会 

 

時間 

 

＜1月10日(金)の出席報告＞ 

会 員 数(会員31名･準会員１名) 32名 

出席会員             24名 

出席準会員              1名 

欠席会員               7名 

ゲスト                1名 

ビジター              0名 

11月15日(金)の出席率  78.12％ 

 
＜1月16日(木)の出席報告＞ 

会 員 数(会員31名･準会員１名) 32名 

出席会員             15名 
出席準会員              0名 
欠席会員              16名 

ゲスト                0名 
ビジター              0名 

11月22日(金)の出席率  78.12％ 

 

前回例会の報告 

2014年 1月 16日(木)第 1598回 

「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 

 

http://www.sakai-kita.jp/
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会 長 の 時 間 

卓    話 
 

 

 

「古典芸能」 

卓話 会員 木畑 清 

 

長唄 杵勝会 全国大会  

京都南座公演 

ＤＶＤ「越後獅子」 

杵屋勝松社中 

 

 

江戸端唄「十日恵比寿」 

十日恵比寿の 売り物は 櫨袋に取鉢 

銭叺 小判に金箱立烏帽子 茹蓮才槌 

束ね熨斗 お笹を、かついで 千鳥足 

 

さてもお山の 身の果ては 内海屋か 

岡島屋か、鴻の池 受け出すそのまま奥さまと 

いうたらよかろが そりゃならぬ 

やっぱり廓を ぬけきらぬ 

 

手拍子揃えて はなやかに 舞の手に 

囃す諦め太鼓 誰しも見にゆく 花の山 

ちらと見初めし幕の内 その花かついで 千鳥足 

 

「隆達節」（高三隆達） 

大永七年(1527年)～慶長十六年(1616年) 

（室町－安土桃山－江戸）享年八十五歳 

和泉の国 堺に移り薬種問屋を営む。堺の日蓮宗顕本寺に庵室を造立して隠居所とした高

三隆喜を父とする。連歌・声曲・書画などに秀で、当時流行していた小歌を集め、自ら作

詞・作曲を行い独特な声調の隆達節を大成した。書でも一家を成して堺流と称され、豊臣

秀吉に召しだされたと伝えられている。 

 

 

 

会長 城岡 陽志 

 新年あけましておめでとうございます。又今日は十日戎の日でもあります。初日の例会か

らめでたいスタートとなりました。 

新年のあいさつに関東、関西のお客さんを訪問してきました。私の仕事が工業分野なので、

機械・電気・医療・住宅・建材などですが、どの分野も関東の顧客は、忙しくアベノミクス

効果が大企業から、中堅企業まで下りてきているのを実感しました。オリンピックまでイケ

イケムードで久しぶりに、景気のいい話の新年スタートです。 

さて、ロータリー活動も大きな行事は、皆さんの協力で順調に消化できました。 

後半は増強に力を入れていきたく、全員のパワーで進めていきたいと思います。 
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委 員 会 報 告 

新春合同例会 

当初目標を純増１０名の大きな目標を立てて、進めましたが結果が付いてこず下方修正し

たいと思います。 

目標を３５名のクラブ人数に変更して進めたいと思います。３５名の根拠は２年後に３５

周年を迎えます。 

ゴロあわせですが、何とか３５名で３５周年を迎えたく、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

「テーマ 私とロータリー」 

会長 城岡陽志 

今回こういう場を設けて頂き、ありがとうございます。 

まず、入会の動機は JCを卒業した４０歳の時、今は亡き白木先輩から熱心に誘われ１０

年後の５０歳の時入会しました。今となっては、よくぞ誘ってもらったと感謝しています。

今年度、会長になってまず地区の問題に直面しました。最初から堺中 RCを中心とした勉

強会に積極的に参加しており、大変いい経験・体験をさせてもらいました。 

クラブの問題に対してはクラブ活性化のために、改革に着手しました。まず委員会を減ら

して、委員会の活性化に着手しました。委員会が活性化すれば、クラブが活性化すると考

えました。 

私が入会した１５年前は、メンバーが６０人弱おり、委員会も２０程ありました。１５年

後にメンバーは半減しているのに、委員会はそのままでした。 

不易流行という言葉があります。変えてはいけないのはロータリーの目的。 

変えなければいけないのは、環境と共に変わるロータリーの運営手法です。メンバーを説

得して実施しました。大変だったのは、クラブの細則を大幅に変更しなければいけず，幹

事をはじめ幹部の方々にはご苦労をかけました。 

またクラブ活性化のためには、増強は絶対必要であり、大きな目標を掲げました。 

キャッチフレーズを作り直しました。 

「会社は仕事を通じて人間力を磨く道場。ロータリーは奉仕を通じて人間力を磨く道場」

この言葉に自画自賛しております。 

さて入会して１５年、今年は会長という大役を預かり成長した自分に満足しております。

又育ててもらった先輩に感謝しております。成長させて頂いたご恩返しはどうするべきな

のか、考えてみました。 

答えは一つ。それは次の時代を担う若い人たちを、ロータリーに入会してもらい、ロータ

リー活動を通じて、立派な人材育成が私に課せられた使命であり、それが育ててくれた先

輩に対する恩返しだと考えていま 

す。 

堺北クラブは、これからも他クラブの皆さんと一緒に成長します。今まで同様、温かいご

指導をお願いしまして、堺北クラブの決意といたします。 

 

 

 

 

広報委員会 

「ロータリーの友・電子版配信開始」 

広報委員長  池田茂雄 
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 2014年１月号より「ロータリーの友」電子版の配信が開始されました。「一般社団法人 ロ

ータリーの友事務所」では、昨年４月開催の規定審議会での決定を受けて、この度、配信開

始となりました。これから改良を重ねて行かなければならない段階とのことですが、今まで

より便利にご覧いただけることと存じます。下記にアクセスし、「電子版」と「ＩＤ・パスワ

ード」をクリックしてご覧下さいますよう、ご案内申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

｢ガ－ルスカウト日本連盟大阪府第１５団 

新年会に参加 ｣ 

社会奉仕委員長 坂田兼則 

  

 １月１２日（日）、例年参加しておりますガ－ルスカウトの新年会に今年も城岡会長、 

山ノ内会員、中田会員、藤永会員、塩見会員そして私坂田が参加いたしました。 

今年も小学生、中学生又高校生や大学生になったガ－ルスカウトの子供たちに混じって、

子ども達が考えてくれた様々なゲ－ムを行い、又家では出来ない餅つきをし、普段は使わ

ない筋肉を久しぶりに使って心地よい汗を流し、気持ちの良い疲労感をあじわいました。 

 最後には、子供たちと一緒にお餅をいただき楽しいひとときを過ごし、又来年を楽しみ

にして終了いたしました。ガールスカウトの皆さん又、参加いただいた会員に感謝。 

 

その他 

例会変更及び夜間例会のご案内 

幹事 中川 澄 

☆例会開催日 

１月３１日(金)例会は、１月３１日(金)午後７時 

パンタロンより「和牛焼肉仁屋堺本店」に変更 

記 

日 時  平成26年1月31日（金） 

受 付   午後6時30分～開会 午後7時00分 

場 所  和牛焼肉仁屋堺本店  

会 費  ５,０００円 

議 題  第３回子ども囲碁フェスタ・堺の反省及び 

次回開催に向けての検討 

 

 

 

 

 

・http//www.rotqry-no-tomo.jp 

・電子版 ⇒ クリック 

・ＩＤ    rotary 

・パスワード rotary 

 

今週の歌「青い山脈」 

 

若く明るい 歌声に 

雪崩は消える 花も咲く 

青い山脈 雪割り桜 

空のはて 今日もわれらの 

夢を呼ぶ 
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ＳＡＡ報告(1.10) 

そ  の  他 

 

 

 

 

田中朝彦名誉会員 明けましておめでとうございます。 

今年もよろしく。 

新井茂文会員 謹賀新年 新年おめでとうございます。 

新年早々田中さんに会えてHAPPY!! 

高齢者雇用促進協議会の総合誌に元会員松本一男さんの記事が載ってい

ます。 

國井 豊会員 あけましておめでとうございます。 

今年もよろしく。又結婚祝いを頂きまして有難うございます。 

山ノ内修一会員 おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 

宇瀬治夫会員 久しぶりの例会出席です。本年も宜しくお願い致します。感謝！ 

北側一雄会員 新年あけましておめでとうございます。 

本年もお世話になりますが、宜しくお願い申し上げます。 

嶽盛和三会員 明けましておめでとうございます。 

本年も宜しくお願い申し上げます。 

暮れには家内の誕生日「バラの花束」有難うございました。大喜びでした。 

城岡陽志会員 あけましておめでとうございます。 

後半のロータリー活動頑張りますのでご支援をお願いします。 

綿谷伸一会員 田中名誉会員を迎えての新春例会、本年もよろしくお願いします。 

中田 学会員 新年明けましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いします。家内の誕生祝い有難うございます。 

木畑 清会員 明けましておめでとうございます。 

誕生祝い有難うございます。 

米澤邦明会員 お年玉用に用意した千円札が余りまし 

たのでニコニコ致します。残念な事に１万円札は全て売り切れました。 

田中さんお久しぶりです。お蔭で今日は出席率が良い様です。 

塩見 守会員 明けましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いします。 

藤永 誉会員 あけましておめでとうございます。 

未熟なＳＡＡですが、後半年頑張りますのでよろしくお願い致します。 

笹山悦夫会員 てんびんの詩は素晴らしいクリスマスプレゼントでした。私より妻が熱心 

    に観ていました。 

池永隆昭会員 あけましておめでとうございます。 

村上強志会員 おめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。 

計 ６２，０００円 

 

 

 

 

 

第７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１１名出席により理事会成立） 

 

日 時  ２０１４年１月１０日（金）例会後 

場 所  「ＰＡＮＴＡＲＯＮ」 会議室 
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議 案   

１．１２月度 １１ＲＣ連絡会報告 －承認 

２．チンチン電車寄付の件－承認 

３．地区の件～要請書連名の件等－承認 

４．その他 

(1) １／２４の卓話を外部卓話に変更する件 

－承認 

(2)  １／３１の例会を夜間例会に変更する件 

－承認 

(3) 会費徴収の責任者が幹事であることを確認 

 

１２月度堺１１ＲＣ連絡会 

日時：2013年12月18日(水)14：30～ 

場所：堺商工会議所 3Ｆ 

<議 案> 

１．市民公開講座後援名義依頼の件 

（堺ロータリークラブ） 

市民公開講座後援を全クラブが承認。 

２．第84回互輪会担当役員打合せ会議について 

（堺フェニックスロータリークラブ） 

ルールが変わる時は担当役員打合せ会は開催するが、ルール変更がなければ幹事 

クラブ一任。 

３．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  

    （堺北ロータリークラブ） 

単年度で作った新しいパンフレット配布。 

４．防災対策セミナーの件 

（堺おおいずみロータリークラブ） 

2014年3月15日(土)14：００～15：30 

堺市産業振興センター（旧、ジバシン南大阪）にて防災対策セミナー開催の告知。 

５．その他 

2640地区に関する情報交換。 

次回連絡会 開催日 2014年1月21日(火)17：00～ 

      場所  サンパレス３Ｆ 

      ホスト 堺泉ヶ丘ロータリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成 25年 12月 21日(土) 場所：スイスホテル南海大阪 
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論理の疑問、酒の肴に 

お腹を空かせた子どもがいるのに、お金がなくて何もできない。食べ物を盗むべきか、それとも、我が子を飢えさ

せようとも法と秩序を守るべきか．．．あなたが親なら、どうしますか？ きっと苦渋の決断を迫られることでしょう。 

しかし、これが酒の肴となると話は違います。 

ここは、米国ミシガン州アナーバーにある、とあるアイリッシュパブ。非営利組織「A2Ethics」による主催の下、 

ロータリアン、学生、退職者、社会人、学者が集まって、簡単に答えの出せない命題に、お酒を片手に熱い議論を

交わしています。 

 

楽しみながら倫理を語る 

――  どうすれば、倫理的ジレンマを数量化できるか？ 

――  ドーピングを使用したスポーツ競技者は、再び選手として活動できるか？ 

――  無人飛行機による攻撃は、道徳的見地から禁止されるべきか？ 

知識と論理がぶつかり合うこの酒場では、倫理的な問い、最近の話題に注目した問い、公の場では発言しづらい問

いなど、さまざまな命題が投げかけられます。ステージには3人の審査員が並び、2分間の回答を評価します。 

また、聴衆はスコアカードを手に、発表者に耳を傾けます。「一般市民が出演するダンス番組や歌番組がありますが、

それと似たようなもので、一般参加者が議論を交わすんです」 

こう話すのは、教育、ネットワークキング、地域イベントを通じて、倫理に対する認識向上を目指すA2Ethics代表

者のジェニーン・デレイさん。「楽しみながら倫理を語り合える」機会づくりに力を入れています。 

「ロータリアンには、行動の倫理的指針として "四つのテスト" がありますが、ロータリアンでない人たちにも、

それぞれの道徳的指針がある」と話すのは、聴衆の一人、カレン・ケリーさんです。2014-15年度にアナーバー・

ロータリークラブ会長となる彼女は、このパブでの弁論大会にクラブで参加することを考えています。 

また、学生時代に哲学を学び、現在インターネット起業家として活躍する経験から審査員をしているブラッド・チ

ックさんも、妻のケリーさんのアイデアに同調します。 

「古代ギリシャのアクロポリスや、古代ローマのフォロ・ロマーノなど、人間には、集会を開いて議論を交わして

きた長い歴史があります。しかし、人びとは議論の場から離れていっているように思えます。でもこうやって、 

酒場で議論することだってできるんです」 

 

難問をぶつける 

結局のところ、ここは大学がある街の開かれたパブ、店はあたたかい雰囲気に包まれています。食べ物に手を伸ば

しながら隣の人と小声で話し、何かをメモしている人もちらほら。そこで弁論大会の司会者がお題を発表しました。 

――  選挙で、当選してほしくない候補者がいたとします。でも、とても重要な論点で意見が一致している場合、

この候補者に投票するのはいけないことでしょうか？ 

すると、ミシガン大学の医学生がマイクを取って次のように述べました。 

「重要な論点で賛成できる人なら、投票して問題ないと思います。たとえば、私が平和主義者で、自分の子どもに

は戦争に行ってほしくないと思っていたとします。そこで戦争反対者の候補者がいたら、ほかのすべての点で賛成

できなくても、この人に投票すると思います」 

これに対して、ミシガン大学で衛生保健法の教鞭をとっている審査員から、次のような言葉が返ってきました。 

「私は人生の大半を、2 つの悪の"まし"なほうを選びながら生きてきました。だから、こう感じるのかもしれませ

んが、とても素晴らしい答えだと思いました」 

 

新しい考えを学ぶ 

リベラルアーツの私立中学校、総合マーケティング企業、大学の臨床研究所、女性権利の擁護団体、市民参加を推

進する無所属政府団体など、実にさまざまなグループが弁論大会に参加します。 

「異なる背景や目的をもつ人たちが倫理に的を絞って議論するから、みんな新しい考え方を学ぶことができる」と、

弁論大会の司会者は説明します。代表者のデレイさんも、次のように話しました。 

「ここは、さまざまな職業の人たちが夕方から集まって、口論せずに話し合える場所。偏った見解に陥ることもあ

りません」と話すのは、代表者のデレイさん。「倫理と公共心のある地域社会づくりを目指すロータリアンにとって

も、役立つアイデアを知るショーケースとなるでしょう」 

 

そのほかのロータリーニュースは、国際ロータリー公式ツイッター日本版をご覧ください。 

記事：Jennifer Conlin（補足：Sallyann Price）本稿は「ザ・ロータリアン」誌2013年8月からの抜粋です。 


