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前回の例会 

2014年 4月 4日(金)第 1609回 

卓 話  「 ロータリー雑誌月刊 」 

卓話者  池田茂雄 広報委員長   

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（４月度） 

  坂田兼則会員( 2日) 城岡陽志会員(19日) 

 三上 美江様(14日) 山中加須美様(23日) 

 池永智恵子様(29日) 

〇結婚記念祝い（４月度） 

 堀畑好秀会員(9日) 嶽盛和三会員(14日) 

 笹山悦夫会員(15日) 
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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 4月 11日第 1609号 

本日の例会 

 

時間 

 

2014年 4月 11日(金)第 1610回 

卓 話  「 私の出家 」 

卓話者    那須 宗弘 会員 

今週の歌「 我等の生業 」「 荒城の月 」 

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（４月度） 

 城岡陽志会員（第６回） 

 中川 澄会員（第４回） 

2014年 4月 18日(金)第 1611回 

卓 話 「 未  定 」 

卓話者         会員  

次回の例会 

 

時間 

 

＜4月 4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 

欠席会員               8名 

ゲスト                1名 

ビジター              1名 

2月 21日(金)の出席率  80.64％ 
 

今週の歌「荒城の月」 

春高楼の 花の宴 

めぐる盃 かげさして 

千代の松が枝 わけ出でし 

むかしの光 いまいずこ 

http://www.sakai-kita.jp/
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卓     話 
 

 

                           「 ロータリー雑誌月間 」 

                                       広報委員長  池田茂雄  

 

 今月は「ロータリー雑誌月間」ですので、「ロータリーの友」誌にちなんだお話しをさ

せていただきます。当委員会では、ロータリーの三大義務の一つである「ロータリーの

友」誌を読むことを喚起するため、毎月の友誌の中で関心が高いと思われる記事を例会

時間を利用して、輪番制により概ね６～８分程度にまとめて紹介しております。 

 ここ４～５年の間に当クラブから投稿した記事が、友誌に３回掲載されております。

それは、「守ろう残そう・堺のチンチン電車」・「第１回 子ども囲碁フェスタ・堺」・「第

２回 子ども囲碁フェスタ・堺」であります。いずれも右開きロータリーアットワーク欄

などのページに掲載されました。今回、平成 25年12月 15日に当クラブ主催により開催 

されました「第３回 子ども囲碁フェスタ・堺」の投稿記事が、今年５月号左開き欄の 

「地域に根差した特集」として掲載されることになりました。平成 23年11月27日(日)

第１回開催時の参加者164名・平成24年11月25日(日)開催時の参加者76名・そして

今回、平成25年12月15日(日)開催時の参加者66名でした。第１回目は参加者が多く

保護者等含めて300名ちかくとなり大変な混雑となりましたが、回を重ねるごとに適度

の人数となり、充実した内容で行えるようになってきております。第３回目については

記事として投稿はしたものの、マンネリ化した内容なので取り上げてもらえないのかな

と思っておりましたが、特集記事の扱いで掲載してもらえることとなり感激しておりま

す。このことが、今後に向けての大きな励みとなることは間違いなしです。 

さて、次に地区雑誌広報委員会に参加した際、友誌編集部より友誌への記事として望

むことについてのお話しがありましたのでご披露させて頂きます。 

（1）ロータリーは公共的な活動をしているという認知度向上のイメージアップとなるよう

なものを望む。 

（2）行動を主体とした奉仕活動の推進に役立つもの、汗を流しましょう。 

（3) 全世界のロータリアンが価値観を共有できるもの。 

（4）写真・数字・その時々に話題となっている単語を使う。 

（5）ロータリアン以外の人々も見ていると言うことを認識して作成すること。 

（6）懇親会や宴会の記事は駄目。 

以上のようなことを考えて投稿して下さいとのことでした。 

最後に、囲碁のことについて少しふれてみたいと思います。 

囲碁のルールは10秒で説明できます。 

（1） 黒白交代で置く 

（2） 相手の石を囲うと取れる 

（3） 囲った地の多い方が勝ち 

（4） 打ってはいけない着手禁止点あり 

囲碁は、頭脳の体操であると言われておりますが、右脳を使う割合が 80％、左脳を使う

割合が20％だそうです。右脳のはたらきは、直感と感性、ひらめきとか想像力をつかさ

どる脳なのです。左脳は、論理や計算、科学的思考に使われる脳なのです。 

左脳は、20歳をピークに退化が始まりますが、右脳は年をとっても使えば使うほど発達

し死ぬまで伸びつづけると言われております。会員の皆さん、ボケ防止と長寿につなが

る囲碁に親しんでみませんか。 
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会 長 の 時 間 

委 員 会 報 告 

 

 

会長 城岡 陽志 

 

今日は日本の良さについて話します。 

日本からみると、日常の出来事が当たり前に思いますが、外人から見ると、日本と外国の 

違いが、発見できます。最近テレビでも、外人が日本へ来て驚いたことというテーマの番

組がよく出ます。私の場合、仕事で中国やベトナムへ行く機会が多いのでそことの比較に

なります。まず外国でびっくりするのは、マナーの悪さです。地下鉄、バスの乗降マナー。 

働く態度、並ぶマナー、偽物が多い、などです。それに比べて、日本は地方へ行くと無人

の野菜を販売して、横に料金箱が置いてあったり、お金や物の忘れ物を必

ず警察へ届けたり、譲り合いの精神がある外国人から見たら驚きであり、考えられないこ

とである。これは儒教から来たいい部分が残っておりこれからも大切にしていかねばなら

ない、日本人としての誇りである。我々ロータリアンは模範を示すとともに、次の世代に

教えて、引きついでいかねばならないと思います。それが職業奉仕でもあると思います。 

 

 

       

      

あるこう会 

世話人 綿谷伸一 

  

桜満開の４月６日にあるこう会が開催しました。今回は以前 NHK朝ドラ「純と愛」の舞台

になっている「大正区」の渡船体験と長さ１７４０メートル中央部では水面から高さ４５メ

ートルのなみはや大橋を渡るコースです。 

大正区は昭和２０年６日空襲で焦土となり、戦後復興した町です。元々、この地域は、江戸

時代に新田開発され、大正時代に町つくりが成されたが木場を中心に、紡績工場、製鉄工場

が出来町つくりが始まりました。 

そのため、木津川と尻無川（木場作業場）に挟まれた町でした。材木作業船の交通のため人  

道橋が出来ず、専ら、通行は渡船中心で、戦後、次々市内に橋が出来ましたが、この区のみ

は現在でも７渡船が交通の中心となっている町です。参加者は会員が５名ゲスト７名で。昼

すぎに JR 桜島を出発し 夕方大正駅に約１０キロをゴール 最後はオリオンビールと泡盛

で沖縄料理を堪能しました。 参加者の皆さんお疲れさまでした！〖ニヘーデービル！！〗 

次回のあるこう会は６月８日（日）堺ツーデーマーチです。  
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Ｓ Ａ Ａ 報 告 

堺北ロ－タリ－参加者 

堀畑会員、池田会員、國井会員、宇瀬会員、嶽盛会員、小西会員、畑中会員、池永会員、坂田 以上９名 

社会奉仕委員会 

社会奉仕委員長 坂田兼則 

｢春の全国交通安全運動｣街頭キャンペ－ンに参加 

          

平成２６年４月７日午前７：４０分より南海堺東駅前にて恒例になっております。春の全

国交通安全運動街頭キャンペ－ンに参加し、道行く市民の皆さんにチラシと記念グッズ（テ

ッシュ）を配布しました。 

 当日は、天気は良いものの、日陰では肌寒い朝でしたが、７：３０分ごろには約８団体

述べ１００名程度の参加者及び堺市役所職員、堺北警察署員が集合し、キャンペ－ン開始

の挨拶が始まり、参加者全員が元気よく手分けしての交通安全運動を実施し、終了予定の

８：２０分には全て配布し終わり、早々と終了いたしました。 

          朝早くから参加いただきました会員の皆様には心から感謝いたします。有難うございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村 淳 様(タイ・ブングムＲＣ）ニコニコ頂きました。 

木屋 憲章 様(豊中ＲＣ）ニコニコ頂きました。 

新井茂文会員 マイク・スピーカーの故障でしたが、卓話やＳＡＡのお話しが良く聴きとり

出来ました。イスラムのめぐみの話と中村さんのタイの話コプンダク。 

徳田 稔会員 ちょっといい事有りました。孫が２人高校進学しました。 

嶽盛和三会員 中村様、ご来会有難うございます。タイでの国際奉仕プロジェクトでは大変

お世話になりました。来年度も宜しくお願い致します。結婚記念日お祝いあ

りがとうございました。 

中田 学会員 中村様ようこそ堺北 RCへ。タイでは大変お世話になりました。 

綿谷伸一会員 中村さんようこそ堺北へ。タイからのおみやげ次回ダメ・ゼッタイで使用さ

せて頂きます。 

澤井久和会員 3週間前のケガ、あまり治りが悪いので昨日検査しましたら、ハクリ骨折し

てました。救急病院はなんやったんでしょう。 

小西幹夫会員 初孫が生まれました。 

塩見 守会員 中村様昨日は大変お世話になりました。今日は遅くなってすみません。 

武田様ようこそお越しくださいました。池永さん今日の夜空いてませんか？ 

藤永 誉会員 中村様ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。 

堺北ＲＣ・参加会員の皆さん ビラ配り風景 
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幹 事 報 告 

そ の 他 

畑中一辰会員 中村様、タイでは昼夜共にお世話になりました。日本はゆっくり大阪を楽し 

んで下さい。 

合 計 ５３，０００円 

 

 

（1）本日の配布物 週報 

（2）幹事報告 

本日、例会終了後理事会を開催致しますので、理事役員の方はお集まりください。 

 

 

 

第１０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名出席で理事会成立） 

日 時  ２０１４年４月４日（金）例会後 

場 所  「ＰＡＮＴＡＲＯＮ」 会議室 

議 案   

１．次年度地区予算について －2014-15年度の地区予算について、久保ガバナー及び辻ガ

バナーエレクトの双方から個別に予算案が提出されていることの報告あり 

 

             「事務局からの案内方法に関するアンケート」 

幹事 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。 

先日、「声の箱」に、「現在堺北ロータリークラブ事務局から各会員に対する各種連絡はＦＡＸのみ

によりなされているが、メールによる連絡を併用してはどうか」との投書がありました。 

提案の理由は、①長期出張等の場合、ＦＡＸによる連絡を確認するのが遅れる、②事務局の通信費の削

減、各会員の紙の節約です。 

上記投書を受け、これまでどおりＦＡＸによる連絡を希望する会員についてはＦＡＸによる連絡を継続 

しますが、メールによる連絡を希望する会員については、ＦＡＸによる連絡とメールによる連絡を併用、 

あるいはメールによってのみ連絡するよう、連絡方法を変更したいと考えております。 

つきましては、下記の１～３のいずれかに○をつけて頂き、２又は３を選択した会員におかれましては、

メールアドレスを記載の上、事務局宛ＦＡＸ頂きますようお願い致します。 

 

           記                              

１ これまでどおり、ＦＡＸによる連絡のみでよい。 

２ ＦＡＸとメール双方による連絡を希望する。 

３ メールによる連絡のみを希望する。 

 

２又は３を選択した方は、メールアドレスを記載して下さい。 

メールアドレス（              ）                        

４月２５日（金）までに堺北ＲＣ宛ＦＡＸでご連絡頂きますようお願い致します。 

堺北ＲＣ事務局  ＦＡＸ：０７２－２５５－１２０８ 

 


