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前回の例会 

2014年 4月 18日(金)第 1611回 

卓 話  「 私の食えない時代 」 

卓話者    池永 隆昭 会員 

今週の歌 「日も風も星も」「四季の歌」 

     「堺北ロータリーの歌」 

お客様の紹介 浦口 英尚 様(和歌山城南ＲＣ) 

出席報告・会長の時間 
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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 25日第 1611号 

本日の例会 

 

時間 

 

2014年 4月 25日(金)第 1612回 

   「 テーブル会議 」 

今週の歌 「奉仕の理想」 

     「故郷（ふるさと）」 

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 

 

2014年 5月 9日(金)第 1613回 

卓  話 「 未定 」 

卓話者  北側 一雄 会員  

次回の例会 

 

時間 

 

＜4月 18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 

欠席会員              11名 

ゲスト                0名 

ビジター              1名 

3月 7日(金)の出席率  74.19％ 
 

今週の歌 「故郷（ふるさと）」 

兎追いし かの山 小鮒釣りし かの川 

夢は今も めぐりて 忘れがたき ふるさと 

いかにいます 父母 つつが無しや 友がき 

雨に風につけても 思い出づる ふるさと 

http://www.sakai-kita.jp/
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会 長 の 時 間 

卓     話 
 

 

           「 私の食えない時代 」 

会員 池永 隆昭 

 

こんにちは。 昨年6月からお世話になっております池永です。 

本日は卓話の時間を頂き、ありがとうございます。 

卓題は今年の会長の御指定であります『私の食えない時代』でいきたいと思います。 

私の食えない時代とのことですが、ありがたいことに、金銭的に食えない時代はな

かったと思います。両親をはじめ周りの人々・環境に恵まれ感謝しております。 

ただ、精神的に落ち込んでいた時が 数回ありますので、その時の話を『私の食え

なかった時代』としてお話しさせていただきます。 

１つは高校からの数年間です。あるスポーツに 真剣に打ち込んでいました。 

怪我をし、そのスポーツを継続するのを断念せざるを得なくなりました。  

モチベーションが上がらず、成績は下がりました。ただ時代はバブル全盛期、子供

の小遣いに困ることはありませんでした。将来の展望も開けず、日々今日1日が楽

しければよいと過ごしていました。 

 もう１つは、社長就任以降の数年です。 

         ・・・・・・中略・・・・・・ 

ただ精神的に落ち込んでいた時に、いい出会いがありました。 

岸和田青年会議所の友人達、堺ビジネス推進協議会・大阪グローバル研究会の諸先

輩方、弊社・お得意先・担当者様、仕入れ先様。 

           また新たに堺北ロータリークラブに入会させていただける機会を頂きました、 

ありがとうございます。 

諸先輩の様々な考え方や実践方法を色々と学ばせていただきたいと 思っておりま

す。ご清聴ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

会長 城岡 陽志 

 

今日東京から帰ったところです。ある事柄から、どちらが正しいのか、皆さんに問題提

起します。 

ことの発端は金沢、小松へ一泊出張で、翌日大阪から東京へ一泊出張の予定でした。急

遽大阪へ帰るより、小松から東京へ飛行機で行く方が早く、楽な事に気が付き変更しまし

た。困ったのは携帯電話の電池が切れました。ローソンで電池式充電器を 700円で買い、

ホテルで充電しました。ランプが点いてたので安心して寝ました。翌朝確認すると充電で

きていません。ローソンの昨日の店員は私の顔を覚えていましたので、事情を説明して電    

池が切れていたので、不良品なので交換を要求しました。店員は領収書がないのでダメだ

と言います。喧嘩してもしょうがないので、電池を買いました。そのあとメーカーへ電話

しました。聞いたことがないメーカーでしたが、事情を言うと、返金しますと応対してく

れました。私は銭金がほしくてクレームをつけているのではない旨を説明して、完全な不
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委 員 会 報 告 

良品を検査もせず出荷するメーカーの姿勢を、反省せよと言っているんだと喧嘩腰で食っ

てかかりました。我々製造業にかかわるものとして、不良品を出荷する企業姿勢が、許せ

ないのです。とても腹立たしい一日でした。反面教師とし、自社も教訓としたいと考えま

した。またこんな不良品を検品せずに出す、ローソンにも問題ありと考えます。 

 

 

 

 

ゴルフ同好会 

          「 互輪会の報告 」 

世話人 塩見守 

２０１４年３月１８日（火）天野山カントリークラブにて、第８４回互輪会ＩＭ８組１

１ＲＣの参加で開催されました。 

当クラブからは、城岡会長を始めとして、８名の会員が参加して下さいました。  

当日の天候は、小雨が降って風もあってあまり良くなかったのですが、その中でも当クラ

ブの会員は見事に悪天候を跳ねのけて、素晴らしいゴルフをして下さいました。

 中田会員の個人戦３位を筆頭に、５５名の参加中で１５位以内に５名も入りまし

た。この結果、団体部門で見事に優勝しました。  

これで我堺北ＲＣは、互輪会団体部門３連覇を達成しました。 来年度も連覇に向けて、

協力して頑張りたいと思います。当日ご参加して下さいました皆様、本当にお疲れ様でし

た。 結果は次の通りです。  

＜個人部門＞  ＜団体部門＞ 

３位  中田会員  優勝 堺北ＲＣ 

１０位 城岡会員  ２位 堺ＲＣ 

１２位 泉谷会員  ３位 堺泉ヶ丘ＲＣ 

１３位 新井会員  

１５位 綿谷会員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第８２回北輪会開催のご報告」 

代表世話人 塩見守 

２０１４年４月１９日（土）岸和田カントリー倶楽部にて、第８２回北輪会ゴルフコンペ

を１９名の参加で開催いたしました。 

当日は、素晴らしい天候に恵まれまして春の陽気の中で、皆様気持ち良くプレーして頂け

ました。 

各組で会話も弾んで頂けた様で、プレー終了後の会食でも楽しい雰囲気の中で表彰式を行

いました。 

優勝は安定したショットとパットの連続で、見事に１番人気の泉谷会員がベスグロで優勝

されました。 
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Ｓ Ａ Ａ 報 告 

おめでとうございます！ 

当クラブ会員以外に、美原ＲＣ、前北西南西ＲＣの方々も多数ご参加くださいました。 

初参加して下さった方が多く、沢山のいい親睦を計ることが出来たと感じました。 

次回は次年度になってからになると思いますが、多数のご参加を頂いて北輪会を盛り上げ

て行きたいと思いますので宜しくお願いします。 

当日ご参加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  泉谷会員 

２位  畑中会員 

３位  辰 会員 

ＢＧ  泉谷会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山城南ＲＣ幹事 浦口英尚様 宜しく御願い致します。 

山中喜八郎会員 池永さんの卓話楽しみにしています。よろしくお願い致します。  

山ノ内修一会員 浦口さん、よくお越し下さいました。 

山ノ内修一会員 池永さん、卓話がんばって下さい。 

城岡陽志会員 二人目の孫が生まれました。男の子でホッとしました。 

                 和歌山城南ＲＣの浦口幹事様、わざわざお越し頂きありがとうございます。 

嶽盛和三会員 池永さん、卓話楽しみにしております。 

                 浦口さんご来会ありがとうございます。 

綿谷伸一会員 池永会員、卓話よろしくお願いします。 

坂田兼則会員 池永さん、卓話楽しみにしています。  

藤永 誉会員 今度は300ｋｍにチャレンジしてきます。秋にはトライアスロンにエント

リーしました。  

塩見 守会員 浦口様、ようこそお越し下さいました。 

                 池永さん楽しみにしています。 

畑中一辰会員 池永さん、30分ガンバッテ下さい。 

                 先日初めて前後半共に 50を切りました。49と45でした。 

                 明日もガンバリます。 

池永隆昭会員 本日、卓話をさせていただきます。よろしくお願いします。 

合 計 ３６，０００円 
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学友から広がる支援の輪 —  第2790 地区 —  
 

米山学友、サジーワニ・ディサーナーヤカさん 

（2011-13／松戸西ＲＣ）は、母国スリランカの貧しい 

子どもたちへの教育支援活動を、夫メルビン氏とともに 

行っています。自身も里子として進学し留学を果たした 

サジーワニさんは、より多くの子どもへ教育の機会を 

与えたいと願い、2007 年、元公立小学校校長の 

鈴木康夫氏の資金協力のもとに「コスモス奨学金」 

を設立。現在では約130 人の里子を支援しています。 

サジーワニさんが米山奨学生となり、地区内クラブへ卓話をするなかで、支援の輪も少しずつ広がっている

と言います。そのうちの一人、同地区の元米山奨学委員長・四之宮由己氏や中村俊人氏らロータリアン約

15 人が今年2 月末、ガンパハ地域の寺院で行われた奨学金授与式に参加し、里子たちの家庭を訪問視

察しました。中村氏は今回の授与式参加について、「私の里子が空港まで迎えに来てくれて感激した。当

日は、大臣や市長も出席する盛大な式典で、この奨学金について真剣な表情で聞き入る子どもたちの姿に

身が引き締まる思いがした。里子の家庭訪問では、食事も満足に取れず電気もない中、夢をもって勉強す

る子どもたちの意欲に感銘を受けた」と、報告してくださいました。サジーワニさんも「スリランカの教育現場

を実際に見ていただけたことが本当に嬉しい。米山奨学期間は終わりましたが、ロータリアンとのつながり

が、今の私を支えています」と、感謝を表しました。 

 

 さいたま大空ロータリークラブ加盟認証状伝達式 
 

昨年11 月4 日に創立した「さいたま大空ロータリークラブ」（第2770 地区）の国際ロータリー加盟認証状

伝達式が 3 月 23 日、さいたま市内で開催されました。このクラブは、24 人の創立会員全員が財団学友

と米山学友で構成されており、会員の出身国は 6 カ国、平均年齢は 35歳という国際色豊かな新世代のク

ラブです。初代会長は米山学友の李成哲さん（2005-06／川口モーニングＲＣ）、幹事は米山学友の馬培

金さん（1998-99／さいたま中央ＲＣ）です。 

式典には約 280 人が参加し、恵川一成特別代表（大宮シティＲＣ）、地区クラブ拡大特別委員長・田村亮

夫パストガバナーの挨拶のあと、李会長からロータリー財団とロータリー米山記念奨学会へそれぞれ寄付

金が贈呈されました。その後、渡邊和良ガバナーから李会長へ加盟認証状が手渡され、国際ロータリー理

事の北 清治氏らから祝辞が述べられました。記念祝賀会では、会員が優美な民族舞踊を披露し、自国や

派遣先国の民族衣装を身にまとって現地語で挨拶をするなど、クラブの特色を生かした演出で参加者を楽

しませました。 

最後は全員で「手に手つないで」を合唱し幕を 

閉じました。李会長は「国や民族、宗教、言葉 

などが違っても、私たちは皆、ロータリーとの 

出合いによって、人生に大きな影響を受けた。 

これからもお互いを尊重し、共に奉仕活動を 

行う中で友情を育み、その素晴らしさを世界の 

平和のために発信していきたい」と、 

決意を述べました。 

米山奨学会「ハイライト米山」より一部抜粋 


