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2015年 1月 16日(金)第 1645回 

卓 話 「 我々らの世代 」 

卓話者   木畑 清 会員 

今週の歌「君が代」「奉仕の理想」 

    「バースデイソング」 

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（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) 

 奥野圭作会員(17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) 池永隆昭会員(22 日)

小西幹夫会員(23日) 

 

会長の時間 
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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)  辻 秀和（ツジ ヒデカズ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.org/tsuji/ 

         E-mail ： tsuji2014-d2640@ivy.ocn.ne.jp 

会長：山ノ内修一  幹事：塩見 守 広報委員長：坂田兼則  編集者：笹山悦夫 

 

2015年 1月 23日 第 1645号 

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 

本日の例会 

 

時間 

 

 2015年 1月 23日(木)第 1646回 

卓 話 「 香道 」 

卓話者  奥野 圭作 会員 

今週の歌「四つのテスト」「堺北ＲＣの歌」 

    「リンゴの唄」 

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） 

藤永 誉会員(3回)  

 

 2015年 1月 30日(金)第 1647回 

卓 話 「 熱い志
こころ

で堺に夢を 」 

卓話者  木畑 匡 様 

紹介者  城岡 陽志 会員 

 

次回の例会 

 

時間 

 

 
 

2014－15 年度 国際ロータリーのテーマ 
「ロータリーに輝きを」 

Light Up Rotary 
国際ロータリー会長 ゲイリーC.K.ホァン（台湾・台北 RC） 

＜１月１６日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           32名 

出席会員           22名 

欠席会員            10名 

ビジター            0名 

ゲスト           0名      

11月 28日(金)の出席率   84.85％ 

 

今週の歌 

「リンゴの唄」 

 

赤いリンゴに 口びるよせて 

だまってみている 青い空 

リンゴはなんにも いわないけれど 

リンゴの気持ちは よくわかる 

リンゴ可愛いや 可愛いやリンゴ 
 

http://www.sakai-kita.jp/
http://www.rid2640g.org/tsuji/
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卓    話 
 

 

 

「 我々らの世代 」 

木畑 清 会員 

 

戦中・戦後史を詳細に教えてもらわなかった我らの世代、会員の皆様の生まれた年

代の出来事を振り返ってみました。 

まず、最初は、池田会員です。 

昭和11年2月26日 子歳生まれ  

驚きました、二.二.六事件の当日です。青年将校 22 名が下士官 1400 名を率いてクー

デター（革命）を起こしました。 

斎藤内大臣、渡辺教育総監が即死。髙橋是清大蔵大臣は重傷後、死亡。侍従長 鈴木貫

太郎（堺出身）重傷。 

首相 岡田啓介は、義弟の松尾大佐が身代り死で、奇跡的に助かりました。内閣は無力、

陸軍首脳に右往左往なすすべもなかった。毅然として決起部隊を「反乱軍」とよび、討

伐を命じたのは昭和天皇でした。軍法会議（非公開）の結果、将校は17名死刑、5名無

期禁固、2 名有期禁固でした。銃殺の時、栗原中尉は「栗原死すとも、維新は死せず」

と言ったそうです。弱冠29才でした。 

うれしいこともありました。 

8 月 11 日 ベルリン五輪で女子 200ｍ平泳ぎの代表 前畑秀子選手が勝ちました。この

時、河西アナウサーは実況報送で「前畑ガンバレ」と38回叫んだそうです。 

2月9日 プロ野球初公式戦が名古屋鳴海球場で行われました。名古屋金鯱軍が10対3

で東京巨人軍を負かしました。 

 

次は、昭和16年9月17日 徳田会員 巳歳生まれ 

1月8日 陸軍大臣東条英樹『戦陣訓』「生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を

残すこと勿れ」この訓令が兵士達に与えた影響は深刻でした。 

4月13日 突然に日ソ中立条約が、ソ連のスターリンと松岡洋右外相によって、調印さ

れました。二カ月後に独ソ戦が始まりました。スターリンの外交的手腕は一枚上であり

ました。 

7月28日 国策決定に基づいて、日本軍の南部仏印（現ベトナム）のサイゴンへ進駐し

ました。米国は在米資産の凍結、石油全面禁輸という峻烈な戦争政策で対応してきまし

た。 

11月26日  

 米国の国務長官ハルが一通の文書を野村吉三郎大使に手渡しました。 

 10項目の内、最重要点は次の3点です。 

 1. 中国と仏領インドシナからの日本軍の撤退 

 2. 日独伊三国同盟の死文化 

 3. 中国での蒋介石政権以外の政府又は政権を支持しない。 

強引で無理な要求であり、挑発とも思われます。事実ハルはスチムソン陸軍長官に「次

は君達、陸海軍の出番だな」と語っています。 

12月8日 午前7時 大本営発表で有名な臨時ニュースを報じました。「帝国陸海軍は、
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本日8日未明、西太平洋において、米英軍と戦闘状態に入れり」 

12月8日 午後1時 ルーズベルト大統領が上下両院合同会議の演説で語った「日本政

府は、謀計により、米国をだまし撃ちにした、汚辱の日であります」という言葉が米国

民を奮起させました。 

 

次は、昭和17年7月30日 濵口会員、8月7日 新井会員 午歳生まれ 

6月5日 中部太平洋のミッドウェー海域に於いて、世界最強(四空母）の機動部隊が敗

北しました。 

後に敗因について草鹿参謀長は、「驕慢の一語につきる」と言ったきり、おし黙りまし

た。 

因みに、敵将スプルアンスは、「まったくの幸運であった」と繰り返し語ったそうです。 

10月18日 ソロモン戦線のガダルカナル争奪戦で米軍の指揮官が交代しました。 

猛牛（ブル）の異名をもつハルゼイ中将が赴任しました。 

第一声が「ジャップを殺せ、ジャップを殺せ、殺し続ける。それだけだ」という闘志溢

れるものでした。以後、米軍は、「リメンバー、パールハーバー」を合言葉に日本兵に

立ち向かってきました。リーダーによって、頑強な軍に変貌しました。 

12月31日 ガダルカナル撤退が決定しました。餓死の運命にさらされていた10652名

の兵士の救出が奇跡的に成功しました。 

大本営発表は、「転進」でした。 

 

そして、昭和18年1月17日 奥野会員、10月14日堀畑会員 未歳生まれ 

1月14日 モロッコのカサンブランカで会談がありました。米大統領ルーズベルトと英

首相チャーチルが、独日伊に対し、無条件降伏を決定しました。 

3月1日 この機に及んで日本の国会では佐藤陸軍省軍務局長が次のように答えました。 

 1. 米陸海軍はまことに実戦訓練に乏しい 

 2. 大兵団の運用が拙劣である 

 3. 米陸軍の戦術は前近代的なナポレオン戦術であって、多くの欠陥をもつ 

4. 政治と軍事との連携が不十分である 

軍の責任者として、この程度の浅はかな認識とは。正常な判断とは、思われない。 

4月18日 山本五十六連合艦隊司令長官撃墜される 

暗号解読により、飛行予定の全容は把握されていました。 

米太平洋艦隊司令官Ｃ．Ｗニミッツ大将は、慎重に慎重に検討して、日本海軍のなかに、

山本より有能な指揮官がいないという判断のもと、決断しました。 

5月5日 米国のマンハッタン計画（原爆製造） 

総指揮官グローブス少将が陸軍長官への手紙の中で「目標は一貫にして日本でありま

す」と書いています。ドイツが標的になったことは一度もありませんでした。根底に人

種差別があったのでしょうか。 

5 月 12 日 「玉砕」という言葉がはじめて聞かされました。アッツ島の日本軍守備隊

2500名が守る島に、米軍1万1千名が大艦隊の支援のもとに上陸してきました。 

撤退命令は届かず、全滅しました。 

7 月 11 日 アリューシャン列島のキスカ島の撤退作戦は成功しました。5187 名の守備

隊が米艦隊に完全包囲されていた島を脱出しました。木村少将の確信する作戦（北方特

有の濃霧を隠れみのにする）でした。 
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委 員 会 報 告 

会長の時間 

10月16日 野球は敵性スポーツとして禁止されてきましたが、最後の早慶戦が、戸塚

球場で行われました。結果は、10対0で早稲田の勝利でした。校歌と塾歌が共にうたわ

れ、試合終了後、「海ゆかば」の大合唱になりました。 

そして10月21日に学徒出陣として戦場に赴きました。 

                          

 

 

 

「新年のご挨拶」 

会長 山ノ内修一 

 

新年明けましておめでとうございます。ご家族お揃いで良き新年を迎えられたこと

とお喜び申し上げます。 

さて、今年は未年です。ヒツジのようにやさしく穏やかに過ごせたらいいなと思いま

すが、新年早々フランスで悲惨な事件がありましたし、どうも世界の雲行きは穏やで

はないですね。 

いただいた年賀状を見ながら、なぜ未と書いてヒツジと読むのだろう？と、ふと思い

ました。で、調べましたら未だけでなく干支は、子、丑、寅、卯、辰、巳、午、申、

酉、戌、亥・・・・全部、普通の字じゃないのですね。毎年見ていて知って  いたは

ずなのに、今年は何か特に気になりました。初めて見るような・・、ボケ始めたんです

かね・・。 

お正月になると思い出す俳句と短歌があります。 

 

「何となく 今年はよいことあるごとし 元日の朝晴れて 風なし」（石川啄木） 

 

「目出度さも ちゅう位なり おらが春」（小林一茶） 

 

「門松や 冥土の旅の 一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」（一休） 

      

何事も中庸がいいと思うほうですので、私は、一茶の句が一番ピタっときます。  

明日は北輪会ですし、２月は国際奉仕でタイに行きますし、また今年はクラブの３５周

年を迎える年でもあり、その準備も進めなければなりませんし、そう考えると今年もま

た早く過ぎて行きそうです。 

どうぞ今年も「仲良く、楽しく」過ごせますようよろしくお願い申し上げます。 

本年が皆様にとって、またクラブにとって良き一年でありますよう心よりお祈り申し上

げて新年の挨拶とさせていただきます。 

  

   

 

 

広報委員会 

「ロータリーの友 12月号 ご紹介」 

広報委員長 坂田 兼則 
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【横組み記事】  

家族でロータリーに参加しよう Ｐ3 ＲＩ指定記事  

ＲＩ会長 黄其光（Gary C.K. Huang）  

「今のロータリー年度で、皆さんの多くが皆さんの家族にロータリー、そしてロータ

ーアクトやインターアクトへの入会を勧めてくださることを望んでいます。ロータリ

ーに家族を連れてくることは、『ロータリーに輝きを』もたらすだけではなく、皆さん

の人生そのものにも輝きをもたらすことにもなります」と会長は述べています。  

特集 ロータリー家族月間 共にロータリーで…… Ｐ7-15  

12月は、家族月間です。「ロータリアンの配偶者」、そして「夫婦共にロータリアン」

として活動している事例をご紹介しています。これらの情報提供には、全国 34地区の

ロータリーの友地区代表員のご協力を得ました。  

ロータリーデー P20-24  

国際ロータリー（ＲＩ）会長の黄其光氏は、今年度、地区やクラブでロータリーデーを

開催するよう呼びかけています。今回も国内、海外からの事例を紹介します。  

日本のロータリー2020年新世紀ビジョン ロータリアンの皆さまからのご提言をお願い

いたします P25 夢を現実にするバギオ基金 一般財団法人 比国育英会バギオ基金 

P32-33  

バギオ基金は、フィリピンにおける日系および一般青少年のために育英資金を提供し、

その勉学を援助するとともに、日本・フィリピン両国の親善友好を目的とするもので、

東京の第 2580地区と第2750地区が中心となり創設され、2014年６月までに、バギオ基

金から奨学金を受けた高校・大学・専門学校の奨学生は 3,300人を超えました。  

2014－15年度地区大会略報Ⅰ P38-41  

今年の秋も、地区大会が各地で開催されました。 

ホストクラブが工夫をこらした、2014年の地区大会をご覧ください。  

Rotary いま…… 小さくなったクラブの規模 Ｐ42 ロータリーの最新情報をお届けしま

す。今回は「小さくなったクラブの規模」です。  

 

【縦組み記事】  

海外見聞録 Ｐ4-8 当別町町長 宮司 正毅  

日本の常識は必ずしも世界の常識にあらず、 ということを知った上で、日本人が持つ

世界でも稀なる勤勉さを生かし、多様性に対応していく姿勢を忘れぬ限り、日本の将来

は安泰ではないでしょうか。  

わがまち･････そしてロータリー P9-12 りんご可愛や 可愛や城下町 この故郷をどう活

気づけるか 

友愛の広場／バナー自慢 Ｐ13-17  

会員の皆さまの投稿のページです。ロータリーから少し離れて自由に、またロータリー

ライフでの意見、思いを語ります。  

卓話の泉 Ｐ18-19 

 例会での卓話を要約して掲載しています。この欄は、各クラブからロータリーの友事

務所に定期的にお送りくださった会報・週報から、一般的に豆知識として活用いただけ

るような卓話を選び掲載しています。  

ロータリー・アット・ワーク Ｐ22-33 会員の皆さまの投稿のページです。各ロータリ

アン、各クラブの個性あふれる意見や活動を紹介しています。  

 

地区関連記事  

【横組み】  

Ｐ17 二人で歩むロータリーの道  

夫婦で共にロータリアン 米澤清和・米澤美保 大阪狭山RC Ｐ41 2014-15年度 地区大

会略報 第2640地区  

Ｐ45 ROTARY掲示板  

新クラブ 河内長野高野街道ロータリークラブ 2014年10月 7日承認  
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新ローターアクトクラブ  

堺フェニックスローターアクトクラブ  

2014年７月7日発会  

【縦組み】  

俳壇 Ｐ20 

  仲秋や語らふ人の欲しき夜   堺RC 堤 淳  

柳壇 

ご先祖が一家団欒場を作る   堺RC 大澤 德平  

パリジェンヌ熊野の神秘嵌り込み   新宮RC 塩﨑 公治  

 

 

歩こう会 

「 青山大会（１００㎞ウォーク）のご案内 」 

歩こう会世話人 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。 

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：３月１４日(土)～３月１５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１３日（金）例会時まで 
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幹 事 報 告 

Ｓ Ａ Ａ 報 告 

そ  の  他 

 

 

新井茂文会員 Ｈａｐｐｙ ｎｅｗ ｙｅａｒ！ 

       おかげ様で、左手小指全快いたしました。北輪会参加します。 

       皆様よろしくお願いします。ゴルフも安全第一。 

國井 豊会員 今年も皆様よろしく。 

       又、結婚祝いを頂き、ありがとうございます。 

       午前中、堺市防災訓練に参加してました。20年前の明日を思い出しまし

た。 

北側一雄会員 新年明けましておめでとうございます。昨年は何かとお世話になり、誠

にありがとうございました。 

山ノ内修一会員 皆様、新年おめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げま

す。 

木畑 清会員 誕生祝いありがとうございます。 

嶽盛和三会員 新年おめでとうございます。 

       本年もよろしくお願い致します。 

中田 学会員 明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。 

       家内の誕生お祝いありがとうございます。 

奥野圭作会員 旧年は大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。 

塩見 守会員 皆様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いたしま

す。 

笹山悦夫会員 明けましておめでとうございます。 

       昨年は皆様からたくさんの勇気をいただきました。本年もよろしくお願

いします。 

 計 ３４，０００円 

 

 

 

 

（１）本日の配布物 ・週報 

（２）幹事報告  

   本日は例会後理事会がございますので、 

理事・役員の方はお集まり下さい。 

（３）例会変更のお知らせ 

   堺泉ヶ丘ロータリークラブ 

   2月10日(火)→クラブ定款第 6条第1節の 

規定により休会 

 

 

 

 

第7回  定例理事会 

2014-2015年度理事会構成メンバー 

山ノ内、綿谷、坂田、塩見、木畑、池田、徳田、宇瀬、中田、嶽盛、城岡、中川、

藤永、笹山 

（計１４名中１０名参加で理事会成立） 

日 時  ２０１４年１月１６日（金）例会後 

場 所  「ＰＡＮＴＡＲＯＮ」 会議室 

議 案   

１． １２月度１１ＲＣ連絡協議会の件－報告 
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２． 国際奉仕委員会 「タイ国内小学校（カンチャナブリ）浄水器設置」奉仕活動につ

いて －承認 

３． 例会変更時の会費について －承認 

４． 今年度の会費と請求の件 －承認 

５． クラブ細則改正の件 －承認 

６． その他 

・綿谷会員の報告 

・春の親睦家族旅行の件 高知県に 1泊でバス旅行とします。 

 

堺１１ＲＣ連絡会 

日時：平成２６年１２月１１日（木）14：30 

場所：堺商工会議所 ３Ｆ 

＜議案＞   

1. 第85回堺11ＲＣ互輪会について（堺フラワーＲＣ） 

久保木会長から互輪会の開催について提案がなされ承認されました。   

日時：2015年 ３月１７日（火）  

場所：天野山カントリークラブ   

（詳細は配布資料参照）       

2. 子ども囲碁フェスタ堺のお礼について 

（堺北ＲＣ）山ノ内会長から各クラブに対して丁寧な

お礼の言葉がありました。   

来年以降についても各クラブに対して協賛のお願いもされました。   

      

3. 新春合同例会について（堺フェニックスＲＣ）中井会長から新春合同例会について

の詳細とプログラムについて報告がありました。  

日時：2015年 １月 8日（木） 

場所：ホテル・アゴーラリージェンシー堺     

  

第一部 新春合同例会  11：00～11：36  

第二部 新春互礼会   11：50～14：30  

新春特別講演会『華やかなる共演者』 

タレント・俳優・女優 

2750地区 東京恵比寿RC会員 司 葉子  

（プログラムについての詳細は配布資料参照）     

4. その他     

堺清陵ロータリークラブ水内会長から、11/29 に開催された堺市展表彰式に代表出席し

9クラブの表彰状を授与してきました。との報告がありました。   

 

 

 

     

乾杯の挨拶 新井会員 
会員・奥様誕生祝い 

奥野会員 

結婚記念祝い 

國井会員 


