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前回例会の報告 

2014年 1月 31日(金)第 1601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 

 

 

 

 

前々回例会の報告 

2014年 1月 24日(金)第 1600回 

卓 話 「 薬物乱用ダメ・ゼッタイ 」 

卓話者  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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

  

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 2月 7日第 1600号・第 1601号  

本日の例会 

 

時間 

 

2014年 2月 7日(金)第 1602回 

卓 話 「 国際奉仕月間 」 

卓話者  宇瀬 治夫 国際奉仕委員長  

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（２月度） 

 山中喜八郎会員( 7日)  藤永 誉会員(14日) 

 池永隆昭会員(14日)   辰 正博会員(23日)  

池田茂雄会員(26日)  笹山 恭子様( 2日) 

○結婚記念祝い（２月度） 

 該当者なし 

2014年 2月 14日(金)第 1603回 

「第２回クラブアッセンブリー」 

各委員会委員長 

次回の例会 

 

時間 

 

＜1月31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             23名 
出席準会員              0名 
欠席会員               8名 
ゲスト                2名 
ビジター              0名 

12月6日(金)の出席率  81.25％ 

 

＜1月24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             21名 
出席準会員              0名 
欠席会員              10名 
ゲスト                2名 
ビジター              0名 

11月29日(金)の出席率  75.00％ 

 

http://www.sakai-kita.jp/
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会長の時間（1.24） 

卓 話（1.24）  

 

「大阪府における薬物乱用の現状と取組について」 

大阪府健康医療部薬務課 

麻薬毒劇物グループ 

熊内 敦一様 

 

大阪府健康医療部薬務課の熊内と申します。 

昨年度は、麻薬・覚醒剤乱用防止運動大阪大会開催に際し多額の寄附、パレードにご参加

頂きお礼申し上げます。 

本日は、若者への蔓延が問題となっています違法ドラッグ（脱法ドラッグ）を中心にお話

します。 

全国の薬物事犯の８割以上は覚醒剤、次に大麻事犯が続いています。府内の状況も全国と

同様です。覚醒剤事犯は、３０、４０才台が中心で、大麻事犯は、１０、２０才台が半数

以上を占めています。 

違法ドラッグは、規制薬物の類似物質を乾燥植物片に添加し規制を逃れるように販売され、

２０才台を中心に健康被害が多数発生しています。 

症状は「気分が悪なる」「精神錯乱」等が多いですが、救急搬送者の約２割が「意識不明」

であり非常に危険な薬物です。新聞等でも府内外で自動車事故、死亡事例等も多数も報道

されており、また、府立精神医療センターにおける違法ドラッグによる受診者が１２年度

は前年度の約１２倍と大幅に増加しています。 

次に規制強化については、府は独自の条例を制定、国では包括指定の導入、指定薬物の所

持・使用に罰則付きでの禁止規定を導入する法改正し春頃の施行予定です。府では、子供

達の薬物乱用を未然に防止するため学校での薬物乱用防止教育、民間団体に協力頂く街頭

啓発、大人から子供への啓発等を積極的に推進し、薬物を許さない社会環境づくりを進め

ていますので、皆様方におかれましても引続きご協力お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 城岡 陽志 

 

 「私の食えない時代」 

独立するとき、前の会社から断念させるために、銀行と組んではめられました時の話です。そ

の時ローンを組んでおり四百万円の残高がありました。銀行員から独立するのなら、条件違反

なので即金で返金するよう言われ、独立資金の四百万で返済しました。 

今思えば、約定通り返済すればいいのであり、無知を付け込まれました。資金ゼロからやらざ

るを得ず、食えない時代が始まりました 
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委員会報告（1.24） 

委員会報告（1.3１） 

失業保険で食いつなぎました。昼食時、不安とむなしさで弁当を食べている中へ涙が入り、あ

の酸っぱい味はわすれられません。 

今日の配布物の資料は、「潮」という雑誌の一月号に掲載されました時のコピーです。今年度卓

話の時、できれば本人が卓話をしてほしい旨の依頼をしました。 

主旨は誰でも食えない時代を通して、成長してきた過程があり、その頃の話をしてもらえたら、

なおその人に対する、理解、親近感が増して仲良くなるのではとの趣旨でお願いしてきました、

このコピーも私の食えない時代の一端が載っており参考までに配布しました。 

 

 

 

広報委員会 

「ロータリーの友１月号のご紹介」 

広報委員 坂田兼則  

 

① 家族をロータリーに迎え入れる     

RI会長 ロン D．バートン  

ヨコ組記事 P ３ 

若いロータリアンの中には家族とロータリーの狭間で時間の限界を感じて去っていく人

もいます。 

しかし、RI 会長ロン・バートン氏はロータリーと家族はロータリアンの時間を奪い合う

ものではなく、家族も巻き込んだ活動をすることが重要であり、また奉仕活動をする姿を

こどもたちに見せることは素晴らしいことであり、そのことにより子供たちがロータリー

と関わっていき新しい世代の会員を育てることにも繋がり、家族にもロータリークラブに

とっても素晴らしいことであると説いています。 

 

② RI 会長年度を振り返って    

2012-13RI 会長 田中作次  

ヨコ組記事  Ｐ８～Ｐ１１ 

会長として世界を回り各国のロータリーの奉仕活動に触れてきた経験から、「超我の奉

仕」について述べて 

います。単なる標語として捉えがちなこの言葉を改めて見つめ直すきっかけになればと思

います。 

 

③ 空海に学ぶ前向きな心  

丹波あじさい寺観音寺住職 小藪実英  

タテ組記事  Ｐ４～Ｐ８ 

寺を護るためのアジサイの拝観料の話から強い意志を持ち前向きに生きていく姿が逞し

いです。 

「煩悩即菩提」という言葉は日々生きていく中で辛いことや苦しいこと、また欲や迷い、

そのようなことを 

ポジティブに捉え素晴らしいものに導く教えとして、宗教を超えて考えさせられます。 

新しい年を迎えて考え方も新たに見直すことも良いかもと思います。 

 

 

 

 

第３回子ども囲碁フェスタ 

副委員長 坂田兼則                                                   
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日時：平成２６年１月３１日（金）午後 ７：００～ 

場所：「 仁 家 」   

                

「第３回子ども囲碁フェスタ・堺」についての反省会及び次回に向けての打合せ会議をク

ラブ例会変更の上開催いたしました。 

会議においては、第３回大会に出席された皆様からのアンケ―ト（約１４項目）を発表、

ほとんどの参加者より好評を頂きました。 

次回第４回囲碁大会は、平成２６年１１月１６日（日）と決定し、開催場所においても今

までの「サンスクエア堺」で開催になりました。 

今後の課題 

① 堺市内の小学生に、いかにすればより多く参加してもらえるか。 

② 子どもの参加人数は５０～６０名ぐらいが丁度よい数である。 

③ 入門教室の子ども参加者をもっと増やせないか。 

④ 次回開催については、当クラブ準備委員会の再編 

成を考えるべき。 

 

親睦活動委員会 

親睦活動委員長 那須宗弘 

「春の親睦家族旅行会のご案内」 

 

 親睦家族旅行会を下記の通り開催致しますので、ご家族お揃いでご参加下さいますよう

ご案内致します。 

出雲大社平成の大遷宮特別参拝と創業百二十余年の伝統を引き継ぐ数奇屋造りの純和風旅

館での宿泊、また蒜山高原、名峰大山のドライブさかなと鬼太郎の街境港をお楽しみ下さ

い。 

 

記 

日時：平成 26年3月21日(祝)～22日(土) 

   午前8時30分 出発 

 

集合場所：はや総本店 

（駐車場準備させて頂きます） 

行き先： 

１日目 堺→蒜山高原(昼食)→松江城(堀川遊覧船など観光)→ホテル(玉造温泉 佳翠苑 

皆美) 

２日目 出雲大社参拝 出雲歴史博物館見学→出雲そばの昼食→境港（海産物のショッ

プ）→堺（到着20：00頃） 

 

会費：会員 39000円 家族37000円 小学生以下18000円 

 

出欠は 2月28日(金)例会までに必ずお願い致します。 

以上 

 

歩こう会 

青山大会（１００㎞ウォーク）のご案内 

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。 
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ＳＡＡ報告(1.24) 

今年もまた青山大会の季節がやってまいりました。 

参加したことがある方も参加したことがない方も、ぜひ一緒に歩きましょう。 

京都・平安神宮スタート、ゴールの新日鐵堺製鉄所新体育館まで、実測６３㎞です。 

京阪樟葉駅までなら、２３㎞ 

京阪枚方市駅までなら、３０㎞ 

大阪市営地下鉄大日駅までなら、４０㎞ 

どこまで行けるか、挑戦してください！ 

「雨も自然の一部」らしいので、雨天決行ですが、あまりに天候が悪い場合は参加見合わ

せもあり得ます。その場合は、世話人からご連絡を差し上げます。 

 

記 

日時：平成２６年３月８日（土）～３月９日（日） 

１０時３０分平安神宮スタート予定 

集合場所 

① 平安神宮現地集合される方  

午前９時４０分に、平安神宮においで下さい。 

② 南海難波駅で集合される方 

午前７時５０分に、南海難波駅北口（３Ｆ）改札を出て正面コンビニ前集合です。 

③ 京阪淀屋橋駅で集合される方 

午前８時２０分に、地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北側改札の北、本屋前集合です。 

→京阪淀屋橋駅から午前８時３０分発出町柳行特急乗車、途中、普通に乗り換え、 

神宮丸太町駅午前９時２５分着予定。 

 

参加申込方法 中川がとりまとめて申し込みます。 

参加される方は、例会時に中川にお声がけ下さい。 

（会員以外の方は、会員にお言付け頂きますようお願い致します） 

参加申込締切 ２月１４日（金）例会時まで 

 

 

 

 

那須宗弘会員 綿谷さんお寿司ご馳走様でした。 

又釣れたらお願いします。 

宇瀬治夫会員 皆様、先日は大変お世話になりました。 

有難うございました。今後とも宜しく。感謝！ 

嶽盛和三会員 熊内様、川本様ご来会卓話有難うございます。 

国際奉仕委員長様色々とご配慮有難うございます。 

楽しみにしております。 

城岡陽志会員 先週のリーガでのスピーチはクラブの名誉の為に、とちっては迷惑をかけ 

 ると思い50回程練習しました。良い体験でした！ 

徳田 稔会員 年末年始にかけて長い間欠席しました。 

これからは皆出席に努めます。 

綿谷伸一会員 太刀魚の押寿司いかがでしたか？ 

釣りに興味がある方、綿谷まで連絡下さい。 

中田 学会員 熊内様、河本様ようこそいらっしゃいました。 

今日卓話宜しくお願いします。 

米澤邦明会員 お先に失礼します。 

藤永 誉会員 皆出席２回も出来ました。皆様のお陰です。有難うございます。 

 

合 計 ４２，０００円 
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ＳＡＡ報告(1.31) 

 

嶽盛和三会員 本日の夜間例会ですが、前のクラブでは余り無かったプログラムですので 

  楽しみです。 

城岡陽志会員 皆さん楽しい例会有難う。 

池永隆昭会員 例会の時間、間違えてました。連絡有難うございます。 

合計  １１，０００円 

 

ロータリーの目的 

The Object of Rotary 

 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことに

ある。 

具体的には、次の各項を奨励することにある。 

 

第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。 

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会

に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。 

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、

奉仕の理念を実践すること。 

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、 

平和を推進すること。 

 

（付記）「 ロータリーの目的」の 4つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に 

行動を起こさなければならないものであるということで、ＲＩ理事会の意見が 

一致した。 

（ロータリー章典26.020） 

 


