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前回の例会 

2015年 9月 4日(金)第 1675回 

卓  話 「 我々の世代 part2 」 

卓 話 者  木畑 清 会員 

今週の歌 ｢ 君が代 ｣ 

 ｢ 奉仕の理想 」 

｢ バースデーソング ｣ 

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（9月度） 

那須宗弘会員( 2日) 澤井久和会員( 7日) 

米澤邦明会員(11日) 徳田 稔会員(17日) 

北側 和代様(13日) 池田美千恵様(15日) 

小西 恵子様(18日) 米澤 洋子様(21日)   

○結婚記念祝い（9月度） 

北側一雄会員(9日) 
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事務所  〒590-0024堺市堺区車之町西 2-1-30 ポピア南海 3F・Tel:(072)223-2300番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 「天兆閣」別館 4F   Tel:(072)222-0127番  

 URL     :  http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  ：  

ガバナー事務所  URL   ： http://2640.jp/ 

         E-mail ： office@2640.jp 

会長：坂田兼則  幹事：藤永 誉  広報委員長：山ノ内修一  編集者:木畑 清 

 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

2015年 9月 11日 第 1675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 

 2015年 9月 11日(金)第 1676回 

卓  話 「 消費税軽減税率 」 

卓 話 者  池田 茂雄 会員 

今週の歌 ｢ 四つのテスト ｣ 

 ｢ 赤とんぼ 」 

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 

〇皆出席表彰（９月度） 

 坂田兼則会員（第９回） 

 

2015年 9月 18日(金)第 1677回 

卓  話 「 未定 」 

卓 話 者 奥野 圭作 会員 

 

 
2015-16 年度 国際ロータリーのテーマ 

「世界へのプレゼントになろう」 
Be a Gift to the World 

国際ロータリー会長 K.R. ラビンドラン（スリランカ・コロンボ RC） 

本日の例会 

 

時間 

 

次週の例会 

 

時間 

 

＜９月４日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           31名 

出席会員           21名 

欠席会員             10名 

   ビジター          1名 

ゲスト           3名      

7月 31日(金)の出席率   93.54％ 
 

今週の歌「赤とんぼ」 
 

夕やけ小やけの 赤とんぼ 

負われて見たのは いつの日か 
 

山の畑の 桑の実を 

小篭に摘んだは まぼろしか 

http://www.sakai-kita.jp/
http://2640.jp/
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「 我等の世代 partⅡ 」 

会員 木畑 清 

 

前回は昭和１８年（1943年）10月23日におこなわれた「出陣学徒壮行大会」２万

５千人の学生達の大半が帰ってこなかったお話しまでしました。今回は昭和１９年

（１９４４年）戦況はますます厳しくなってきました。（三上会員の誕生の年です） 

日本陸軍のもっとも過酷な戦いの１つ、「ビルマのインパール作戦」についてです。 

７万１千人の部隊のうち、３万６千人がたおれました。しかし、その内訳は戦死の他

に病気（栄養失調・過労による生き倒れ・餓死）でした。 

この戦いは、山岳地帯であるため軽装備で出陣しました。しかも雨期に重なり、また

英・印連合軍の抵抗が思いのほか厳しく、最後は街道に倒れた日本兵の上を英陸軍戦車

が引いていくという悲惨な状況でした。 

「補給（武器・弾薬・食糧）」の大切さが重要である事を思い知らされた戦いでした。 

しかし、この期におよんでも東條首相兼参謀総長は作戦の続行を命じました。 

司令官牟田口中将は虚溝橋事件（支那事変に拡大し大東亜戦争に発展）の時の連隊長で

あり「自分としては勃発の責任を、このインド侵攻によって、国家に対し申し訳が立

つ、インパールは５０日で陥落してみせる」と大言壮言した。戦場のちまたでは牟田口

閣下のお好きな物は①勲章（出世欲）②メーマ（ビルマ語で女性）③新聞（ジャーナリ

スト）と揶揄されていた人物でした。 

 

海軍 

２月南方方面ではマーシャル諸島に於いて６千８百名の守備隊が王砕（全滅） 

トラック島では（日本の真珠湾といわれた連合艦隊の根拠地）において軍艦４３隻、飛

行機２７０機を失う。この現状においても大本営の作戦会議で東條首相はサイパン島は

難攻不落であると豪語していた。 

最初から米軍の目標はマリアナ諸島でした。なぜなら、そこに飛行場を作るとパラオ・

フィリピンが「B-29」の爆撃圏内に入るためでありました。 

しかし、マッカーサー軍はニューギニアのピアフ島に上陸しました。連合艦隊の意識が

ピアフ島に向いている時に、突如米軍の大機動部隊がマリア諸島のサイパン島に猛撃を

加え日本軍の基地航空部隊の５００機を地上にて撃破しました。 

これにより日本の航空戦力は著しく低下しました。 

サイパン島の戦いは２０日の激闘の末、軍部のサイパン突撃で玉砕しました。 

悲惨な出来事はこの後おこりました。民間人（老人・婦人・子ども）２万５千の運命は

自殺（手榴弾・自爆・毒薬・マッピ岬より身投げ）でありました。 

真珠湾攻撃の英雄南雲中将は陸地の洞窟の中で自決しました。 

１０月には世界の海戦史上最大の戦闘が行われました。レイテ沖海戦です。 

敵味方併せて戦艦１９８隻・航空機２０００機、そしてレイテ島に上陸したマッカーサ

ー軍１０万を焦点として死闘を尽くしました。 

小沢中将率いる機動部隊のオトリ作戦が功を奏し、ハルゼー提督率いる大機動部隊を北

へ引きつけました。 

そして栗田艦隊がレイテ沖突入寸前までいきました。この時、米軍のマッカーサー司令

官は蒼白になって黙りこくっていました。しかし、突然栗田艦隊は反転しました。 

「ジャップが帰っていく！」と言って米兵は狂喜しました。 

電報誤認、ニセ電報を信じたなど、原因は謎に包まれています。 

戦後、インタビューに応えて栗田中将は「とにかく疲れ切っていた」と一言いったきり

でした。これより先、レイテ沖ルソン島の戦闘は４７万６千８百人の戦死者を数えまし

た。 

 

 

 

卓  話 

 

時間 
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会長 坂田 兼則 

 

今日から、当クラブの例会はここ天兆閣４階で行われます。 

本日、第一回目の例会です。会員の皆様におかれましても新たな気持ちで例会に参加し

ていただくようお願いいたします。 

 さて、本日の会長の時間ですが、月も変わりましたので聖書シリ－ズ第２弾として、

今日は出エジプト記について少しお話しょうかと思います。 

 ノアの洪水のあと、ノアの子供であるセム・ハム・ヤペテが世界各地に広がっていき、

その何代も後に最も大きな国家としてエジプトが発展していきました。 

 神がもっとも愛したノアの子孫がセムであり、その子孫がアブラハムであり、ちなみ

に、アブラハムの妻がサライです。 

 ある時期にアブラハムの部族が住む地域で食糧難がおき、アブラハムはその部族をつ

れてエジプトにきて暮らしていましたが、そのうちにその子孫すなわちヘブライ人であ

るイスラエルの人々の数が非常に多くなり、エジプトにとって脅威となりました。その

ためエジプトの王であるフアラオがイスラエル人を奴隷として扱い、虐待しだしました。

その方法の一つにイスラエル人の男の赤子はすべて殺してしまうことも行うようになり

ました。 

 その中で、ヘブライ人の子供としてモ－セが生まれました。 

神は、自分の愛するイスラエル人が虐待されているのを見て、イスラエル人に他の神の

土地を与えようとして、モ－セにその役割をあたえました。 

これから、出エジプト記が始まります。 

 皆さんも映画で「モ－セ」をご覧になった方もおられるとおもいますが、エジプトの

王であるフアラオに対して、イスラエル人を奴隷から解放し他の土地に行くことの許可

を受けるためのモ－セの働きかけ（10 の災厄）、イスラエル人がエジプトを出てシナイ

山へ向かう途中にエジプト兵の追撃をかわすための海を二つに分ける話がありました。 

  しかしながらやっとの思い出シナイ山のふもとまでたどり着きますが、食料不足に

よる人々のモ－セに対する不信感、それを戒めるための有名なモ－セの「十戒」があり

ます。「十戒」は神が人々に与えた教えであり、それをモ－セを通じて与えたものです。 

 「十戒」以外に知られていないと思いますのでここでちょっとお話しておきます。 

第1「あなたは私の顔に逆らって他のいかなるものをも神としてはならない」 

第2「あなたは自分のために上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中    

にあるものに似せたいかなる彫刻像や形も作ってはならない」 

第3「あなたの神エホバの名をいたずらに取り上げてはならない」 

第 4「安息日を覚えてそれを神聖なものとするように。あなたは六日のあいだ務めをな

し、自分のすべての仕事をしなければばらない。しかし七日目はあなたの神エホバ

に対する安息日である。どんな仕事もしてはならない。」 

第 5「あなたの父と母を敬いなさい。それはあなたの神エホバの与える地においてあな

たの命の日が長くなるためである。」 

第6「あなたは殺人をしてはならない。」 

第7「あなたは姦淫を犯してはならない。」 

第8「あなたは盗んではならない。」 

第9「あなたは仲間の者に対する証人となるとき偽りの証言をしてはならない。」 

第 10「あなたは仲間の者の家を欲してはならない。仲間の者の妻を、またその男奴隷、

女奴隷、牛、ろば、仲間の者に属するどんなものも欲してはならない。」 

  

これらの戒めは、出エジプト記第２０章一節から第１７節に書かれていますが、１８節

からはこれらの戒めについて、事細かにかかれています。 

しかし、イスラエル人はこれらの戒めを守らなく、モーセを落胆させます。 

人間とは、このころからも哀れな生き物として書かれています。 

会長の時間 

 

時間 
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３５周年記念事業実行委員会 

「創立３５周年記念 チャリティーゴルフコンペのご案内」 

実行委員長 堀畑好秀 

 

初秋の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は堺北ロータリークラブ

にご指導・ご厚情を賜り誠に有難うございます。 

さて、当クラブも今期に入り創立３５周年目を迎えることとなり、この度下記の要綱に

てチャリティーゴルフコンペを開催したくご案内申し上げます。つきましては、出来る

だけ多くの方にご参加をお願いしたくお誘い合わせの上、お申込み宜しくお願い申し上

げます。                                                  

記 

日時：平成２７年１０月３１日(土) 

場所：天野山カントリークラブ  

〒590-0135 大阪府堺市南区別所1549-46 TEL 072-284-1919 

会費：8,000円  

※但しプレー費は各自ご精算願います。 

参加対象者：会員・ご家族・ご友人 

申込締切：平成２７年９月３０日(水) 

競技方法：18ホールストロークプレー 

Wぺリア方式 

※周年行事につき、プレーされない会員様もご出席・お手伝い頂けますよう、 

お願い申し上げます。 

 

 

 

池田茂雄会員 家内の誕生祝いを頂き有難うございました。  

國井 豊会員 新しい例会場に変わり心を入れ替え例会(ホームクラブ)出席に努めまし

ょう。 

那須宗弘会員 スリランカでバナー交換をしてまいりました。貴重な経験をさせて頂き

有難うございました。 

山ノ内修一会員 南海グリルさん、これからよろしくお願いします。 

城岡陽志会員 昨日ヨーロッパから帰りました。お土産を買うのを忘れました。ボケて

ます。今日の格言「嘘も方便」 

中田 学会員 池田会員昨日は有難うございました。 

中田 学会員 南海グリル様、本日より宜しくお願い致します。色々有難うございまし

た。 

米澤邦明会員 誕生祝い有難うございます。入会以来まだ一度も「代表して・・」で呼

ばれた事が有りません。来年は是非呼んで下さい。決してひがんではお

りません(笑) 

中川 澄会員 新しい例会場での初めての例会、わくわくします。南海グリル様、お世

話になります。今日の週報のサラリーマン川柳笑ってしまいました。 

嶽盛和三会員 明るい例会場になりました。引越し大変だったと思います。お手伝い出

委員会報告  

 

時間 

 

ＳＡＡ報告  

 

時間 
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Sakai north rotary club 
35th anniversary 

In Hokkaido 

来なくて申し訳ありませんでした。高石 RCの皆様今後共宜しくお願い

申し上げます。 

合計 ３６，０００円 

 

 

 

（１）本日の配布物 

・週報  

・卓話資料 

（２）幹事報告 

 ・先週に、事務局の引越しと例会場の準備を坂田会長・池田会員・中田会員と私藤永

と事務局 石川さん・坂上さんとで行いました。 

 引越しにあたり、山ノ内前会長に引越し業者さんの手配等して頂きまして、有難うご

ざいました。 

 

ところで本来、会員であれば例会への出席義務が課せられております。念のため、事務

局より皆様に出席の御返事を伺うことにしておりますが、是非会員の皆様には皆出席を

お願いします。ご協力有難うございます。 

卓話についてでありますが、会員手帳をお持ちだと思いますが、やむを得ずあたってい

る卓話の日に出来ない場合には、できるだけご自分の責任において、代わりの人におね

がいしていただくようお願いします。 

どうしてもできない場合には、親睦委員会と打合せして下さい。 

 

 

 

第３回定例理事会 

2015-16年度理事会構成メンバー 

坂田、中田、辰、藤永、池永、池田、城岡、中川、塩見、澤井、笹山、山ノ内、畑中 

（計１３名中８名出席により理事会成立） 

日 時：２０１５年９月４日（金）例会後 

場 所：「南海グリル天兆閣別館「ローズ」」 

議 案   

１．クラブ会計の対応について 

クラブ細則第１２条に基づき、原則週１回幹事が請求書及び領収書をもとに振替伝票を

確認し、押印することとする。また、会員の立替え費用に関しては領収書を必須とし、

ないものに関しては支払出来ないこととする。 

２．リコー複合機入れ替えの件 －承認 

４．引越し費用の件 －承認 

５．その他 

  ①メイクアップ代3,500円 

  ②歌碑の柵 予備費から算出 

  ③３５周年事業 北海道行について  

参加者59名 13部屋 バス60人乗り1台 

で準備できました。 

打合せを近日実施予定。   

  

幹事報告 

)) 

 

時間 

 

そ の 他 

)) 

 

時間 

 


