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前回の例会 

2015年 11月 20日(金)第 1686回 

卓   話 「 私の食えない時代 」 

卓 話 者 城岡 陽志 会員 

今週の歌  ｢四つのテスト」「ともしび｣ 

「堺北 RCの歌」 

お客様の紹介 武田耕道様(堺東南 RC) 

       田中朝彦名誉会員 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 
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事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西 2丁 1番 30号 ポピア南海 3階 302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

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

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  ： 辻 秀和 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com 
        E-mail ： hidekazu-2640@pure.ocn.ne.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：笹山悦夫 

 

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 11月 27日 第 1686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 11月 27日(金)第 1687回 

卓  話 「我々の世代 part3 」 

卓話者 木畑 清 会員 

今週の歌  ｢R-O-T-A-R-Y」 

「雪山賛歌」 

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 

  

 

2015年 12月 4日(金)第 1688回 

卓  話 「 未 定 」 

卓話者 中川 澄 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 

 

＜１１月２０日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           31名 

出席会員           18名 

欠席会員             13名 

   ビジター          2名 

ゲスト           0名      

10月 23日(金)の出席率    87.09％ 

http://www.sakai-kita.jp/
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会員 城岡 陽志 

 

私が会長の時、皆さんに提案したのは、お互いメンバー同士意外と深い部分では知ら

ないことが多い。まして青年期の時代のことなど知る由もない。お互いを深く理解する

にはその人の人生を知る必要がある。ならば卓話の時、テーマを「私の食えない時代」

として昔話を聞いてその人の人生を知り、人間の内側を知り仲良くなってもらおうとい

う趣旨で提案しました。 

高校時代は落ちこぼれの私は勉強が大嫌いで，東大進学を あきらめ早く自分で金を

稼ぎたく、大阪のネジ商社へ勤めました、３０歳で独立をしましたが、ネジでの独立は

阻止され、あてもなく金物分野へ入りました。世間は甘くなく誰も相手にしてもらえま

せん。毎月職安へ行き失業保険で食いつなぎました、金がないので家内に弁当を作って

もらい、毎日売れなくて、寂しさと不安で涙が出てきて、その涙が弁当の中へ入りしょ

っぱいご飯の味は一生忘れられません。着るものも年中背広が一着だけ。 

ぜいたくは敵でした。 

少しずつこちらの熱意が、伝わりわずかの仕事を一生懸命やり、必死に生きた時代を忘

れることなく、これからも感謝をもって世間に恩返しをしていきます。 

 

 

 

 

会長 坂田 兼則 

 

会員皆様の協力により、１０月３１日の「３５周年記念チャリテーゴルフ大会」も盛

大に終わることができまして、３０万円をチャリテーに回させていただきます。これで

当クラブの３５週年事業がすべて終わりました。 

又１１月１５日には、第５回目の「子ども囲碁フェスタ・堺」を開催し、１８名の会員

の皆様に参加御協力いただき、有難うございました。 

 特に、宇瀬大会実行委員長はじめ塩見・藤永両副委員長、又中田会長エレクトの大変

な準備活動に感謝申し上げます。 

 当日は、参加予定の子どもが７１名でしたが１０名の子どもさんが欠席となり、実質

６１名の参加でした。第１回目は１６０名を超える大会でしたが、 

父兄を含めると会場には３００人以上が集まり、これではということで２回目からは、

募集を７０名前後として参加を呼びかけてまいりました。 

 山田会員によりますと入門教室・名人戦を考えれば７０名前後が丁度よい人数だとい

うことです。 

 今回の第５回目には、北側会員の協力で朝日新聞社 大阪本社社会部の村上記者が取

材に来ていただき、早速１６日の朝日新聞に「大阪 子ども囲碁フェスタ、６１人が熱戦 

堺」として掲載されました。 

 記事には載っておりませんが、村上氏の取材で名人戦Aクラス優勝の大谷健介君小学

１年生は、本大会申し込みでは３段としていましたが、実際には４段らしく、2カ所ほど

の碁会所にかよっているそうで、父兄によると将来は、プロ棋士になってほしいとのこ

とでした。 

 近い将来、当クラブ主催の「子ども囲碁フェスタ・堺」からプロ棋士が誕生するかも

しれません。 

会長の時間 

 

時間 

 

卓  話 

 

時間 
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 当年度始まりまりの 7 月から 11 月まで、35 周年事業・子ども囲碁と各委員会の会員

の皆様の御協力で、無事これらの事業が完了しましたことに感謝申し上げます。 

 

 

 

 

広報委員会 

広報委員 笹山悦夫 

「ロータリーの友 11月号のご紹介」 

 

ＲＩ指定記事 P3（左開き） 

平和をもって暴力と戦う              ＲＩ会長 K. R. ラビンドラン 

世界中で頻発するテロによる被害について、会長自身の経験談です。しかし会長は「ロ

ータリー平和フェローは、ロータリー財団の支援を通じて、紛争予防・紛争解決のエキ

スパートとなります。ロータリーでは、争いに終止符を打つだけでなく、争いをくい止

めるための方法を見つけることを目標としています」と希望を繋いでいます。そして、

「私たちは暴力で暴力に立ち向かうことはできません。教育、理解、そして平和という

武器をもって戦う時、私たちは真に『世界へのプレゼント』となれるのです」と語りか

けます。 

 

ポリオ撲滅へのロータリーの軌跡 P12(左開き)―99.9％制圧の現況報告 

 直前ロータリー財団地域コーディネーター      （第2ゾーン） 江崎 柳節 

専門家集団ではないロータリーが、ポリオを手掛けたことを懸念する意見も常にあり

ましたが、完遂に向け30年間、一貫して掲げてきたこのロータリーの最優先事項は、実

はロータリーだからこそ可能であったのではないか。そのポリオプラス計画は「END 

POLIO NOW」として進展し、「THIS CLOSE（あと少し）」、99.9％以上の発症抑制が

現実のものとなっています。しかし世界の誓約は、2018年にはワクチン由来の感染を含

むすべてのポリオの撲滅を達成すること。ロータリーの努力は続きます。 

 

 

「第５回 子ども囲碁フェスタ･堺」・「北海道旅行」反省会のご報告 

広報委員 池田茂雄 

 

去る 11月20日(金) 午後６時30分より「旬
シュン

鶏
ケイ

」において、反省会が開催されました。 

 

１．「子ども囲碁フェスタ・堺」、今回までの参加者数は次のとおりです。 

 

  ・ 第１回目（平成23年11月27日(日)） 

    入門教室       93名 

    名人戦Ａクラス    24名 

      同 Ｂクラス    47名  164名 

 

  ・ 第２回目（平成24年11月25日(日)） 

    入門教室       34名 

    名人戦Ａ  クラス   8名 

      同 Ｂ－１クラス  10名 

      同 Ｂ－２クラス  10名 

      同 Ｂ－３クラス  14名  76名 

委員会報告  

 

時間 
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  ・ 第３回目（平成25年12月15日(日)） 

    入門教室      22名 

    名人戦Ａクラス     8名 

      同 Ｂクラス   12名 

      同 Ｃクラス   24名  66名 

 

 

  ・ 第４回目（平成26年11月23日(祝)） 

    入門教室      40名 

    名人戦Ａクラス     8名 

       同 Ｂクラス   12名 

        同 Ｃクラス   13名  73名 

 

  ・ 第５回目（平成27年11月15日(日)） 

    入門教室      34名 

    名人戦Ａクラス     7名 

     同 Ｂクラス    11名 

      同 Ｃクラス    9名  61名 

 

第１回目は保護者 100数十名を加え 300名をこえる超満員の状態で大変でしたが、回

を重ねるごとに適度の参加者になってきています。子どもたちのほか、今回の場合でも

100 名ちかい保護者の方々の参加がありましたが、小学生子どもたちの参加は最高でも

100名までが限度。 

 

２．参加者からのアンケート結果の概略です。 

・入門20件、対局20件のうち、「楽しかった 40件」、「次回も参加する 39件」でし

た。 

・この大会を何で知りましたかでは、「事務局からのハガキ 19件」、「広報さかい  7

件」、「友人知人  6件」、「 ＨＰ 3件」、「子ども会  3件」、「ポスター  2件」でし

た。 

・多くの感想文が寄せられました。入門及び対局の両方で、30数項目の感想文が寄せ

られました。 

｢初めての囲碁でしたが、むずかしかったけどよく分かりました・来年も参加したい

です・昨年は入門教室でしたが、今回は名人戦Ｃクラスに出ることができました・

今年は入門教室でしたが、来年は名人戦に出てみたいです・とても良いイベントな

ので来年も続けて欲しいです」、などなど多くの意見が寄せられました。継続して来

てくれている参加者も多く、毎年レベルアップを楽しみにしている様子が見えてき

ます。また、参加賞や抽選会を楽しみにしている子どもたちが多いようです。 

     

３．反省会での意見です。 

「名人戦参加者の中で胸につける名札に「Ａクラス」は表示がありましたが、「Ｂクラ

スとＣクラス」については、名札に「ＢＣクラス」と表示されていたので、子ども

たちの中で戸惑いがあった・次回からは、「Ａ」・「Ｂ」・「Ｃ」と名札に区分して表示

することとする・保護者の方々の参加者の中には退屈している保護者もちらほら、

囲碁の対応を考えてはどうでしょうか、例えば、多面打ちなどはどうか・当クラブ

が主催者として行っている行事なので、当クラブホームページも利用してＰＲして

はどうでしょうか・また、現在、ＦＡＸとハガキによる申込みの受付けを、メール

扱いでの申込みも考えてみてはどうですか」、などの意見がありました。今回、５年

目を終えたこの「子ども囲碁フェスタ・堺」の行事を、より充実させながら今後と

も継続してゆくことで締めくくりとなりました。 
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４.「北海道旅行」につきましては、雨模様ではありましたが、傘をさすこともなく観光

ができました。私たちが帰った翌々日くらいから北海道は、雨と風で大変な天候とな

りましたが、天候に恵まれ本当に楽しい２日間の旅となりました。 

   今回の「創立35周年記念行事」では、「予算 500万円」の範囲内で終えることができ

ました。10月 31日(土)開催の「記念ゴルフ大会」も天候に恵まれ 70名ちかい参加

者により行うことができました。これから先、40周年、50周年に向けて歩んでまい

ります。とても有意義な反省会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親睦活動委員会 

親睦活動委員長 城岡陽志 

「例会変更及び忘年家族例会のご案内」 

 

秋冷の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になってお

ります。 

さて、「例会変更及び忘年家族例会」のご案内は下記の通りです。 

皆様ご家族お誘いあわせの上、たくさんのご参加をお待ちしております。 

記 

開催日時  12月19日（土） 

場  所  シェラトン都ホテル大阪  

3F 明日香の間 

受  付  17：00～ 開  会  17：30～ 

会  費  会員及びファミリー会員12,000円 ご家族10,000円 小学生以下は無料 

 

 

 

 

 

坂田兼則会員 田中さん、お久し振りです。 

田中朝彦名誉会員 久し振りに例会に出席しました。 

山ノ内修一会員 中田さん、昨夜は有難うございました。お蔭で顔が立ちました。 

山ノ内修一会員 田中さん、ようこそ！お元気そうで何よりです。 

城岡陽志会員 知性と教養あふれる城岡先生の卓話、楽しみにしています。 

米澤邦明会員 名誉会員の田中さん。ようこそ！明日２１日は８７歳のお誕生日で 

すね。おめでとうございます。 

塩見 守会員 先週の第５回子ども囲碁フェスタ・堺にご協力頂き有難うござい 

ます。お蔭さまで成功だったと思います。 

嶽盛和三会員 久し振りの出席です。申し訳ありません。 

合計 ２２，０００円 

 

 

ＳＡＡ報告  

 

時間 
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（１）本日の配布物  週報・ロータリーの友１１月号 

（２）幹事報告 

  ・本日、３５周年事業打ち上げ及び囲碁フェスタ反省会及び国際奉仕委員会を

18：30より旬鶏にて開催いたします。皆様ご出席下さいますようお願い申し上

げます。 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

  ・高石ロータリークラブ 

   12月22日(火)→12月25日(金)18：00～「クリスマス家族会」 

           於：南海グリル東店 3F 

   12月29日(火)→定款第 6条第1節により休会 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告  

 

時間 

 

今週の歌「雪山賛歌」 

１．雪よ岩よ われらが宿り 

俺たちゃ町には 住めないからに 

俺たちゃ町には 住めないからに 

２．シールはずして パイプの煙 

輝く尾根に 春風そよぐ 

輝く尾根に 春風そよぐ 


