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前回の例会 

2017年 7月 29日(土)第 1761回  

例会変更 及び ビア・パーティー 

於・パノラマスカイレストランアサヒ 26階 

受付 17：30～ 開会 18：00～ 

 

 

 

 

 

    前々回の例会 

2017年 7月 21日(金)第 1760回  

卓 話「ホームページが 

益々身近になります」 

卓話者 池田 茂雄 

今週の歌 「奉仕の理想・堺北ＲＣの歌」 

     「うみ」 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

2017年 8月 4日第 1760号・第 1761号 

2017年 8月 4日(金)第 1762回  

卓 話 「 会員増強月間 」 

卓話者 嶽盛 和三 委員長 

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 

〇会員・奥様誕生祝い 

 中川 澄会員(10日)中田 学会員(30日) 

 奥野美津子様( 3日)辰由  華様  ( 5日) 

  國井 藤子様( 7日) 

〇結婚記念祝い 該当者なし 

  

  

 

 

 2017-18 年度 国際ロータリーのテーマ 

「ロータリー：変化をもたらす」 

国際ロータリー会長 イアン・ライズリー（オーストラリア・SandringhamRC） 

本日の例会 

 

時間 

 

2017年 8月 18日(金)第 1763回  

卓 話 「未定」 

卓話者 田口 隆会員 

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  〒590-0940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 

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

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

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）  

ガバナー(第 2640地区)  ： 岡本 浩 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com/okamoto/  

        E-mail ： okamoto2640@athena.ocn.ne.jp 
会長：辰 正博  幹事：池永隆昭  広報委員長：中川 澄  編集者：池田茂雄 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

次週の例会 

 

時間 

 

＜7月 21日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            19名 
欠席会員              12名 

  ゲスト            0名 
  ビジター           0名 

5月 19日(金)の出席率     90.32％ 

 

＜7月 29日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            19名 
欠席会員              12名 

  ゲスト            1名 
  御家族・その他       12名 

5月 26日(金)の出席率     90.32％ 
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「ホームページが益々身近になります」 

会員 池田茂雄 

 

ホームページの役割は、内外に向けての広報でありますが、同時に当クラブの活動状況

を記録として保存するための「データ保存用倉庫」としての役割が非常に大きいことで

あります。また、クラブのイメージアップとともに、幅広い活用により会員増強にも大

きく貢献できるのではないでしょうか。 

 ホームページの命は、タイミング良く更新を行う事でありますが、その更新が簡単に

早く行なえるようになります。当クラブのホームページは、今から 12年前に立ち上げ

たものでありますが、技術革新の著しい中で、更新の操作など使い勝手が非常に悪いと

事務局からも指摘されておりました。そこで今回、新しいシステムに切り替えることに

なりました。昨年末に業者に発注しました「新システム」が、今年５月に出来上ってお

り、現在、その中味を組み立てているところなのです。新システムの中味の組み立てが

終り、「旧システム」から「新システム」に切り替えが完了するまでは、従来からのホ

ームページについては、今までどおりご覧いただけるようになっております。現在、事

務局の坂上氏が中心となり本村氏とともに急ピッチで対応していただいておりますの

で、完成は８月中頃かなと思っております。 

 従来から、週報の紹介・出席・ニコニコや簡単な項目などごく一部の更新については

事務局で対応しており、あとのほとんどは操作が複雑なため業者依存で行っておりまし

た。そのため、大きな更新は年３回くらいでしたが、「新システム」に移行後は事務局

サイドで更新が非常に簡単にできるようになります。より新しい情報をタイミング良く

皆さまに提供できるようになります。 

 会員の皆さん、当クラブのホームページが今までよりも、もっともっと身近に感じて

いただけます。当クラブの活動記録や各種情報がびっしりと詰っており、又、「会員専

用ページ」には各種の個人情報が満載されております。何も無くてもパソコンさえ有れ

ば、色々と有益な情報を得ることが簡単にできます。 

 「新システム」になりますと、「トップページ」のデザインなどが 180度生まれ変わ

り、すばらしいものになります。間もなく新システムに移行いたします。ご期待下さい

ませ。 

 

 

 

会長 辰 正博 

先日、娘の住まいが京都下京区なので送っていった帰りに妻と２人で平安神宮に行っ

てきました。 

ちょうど私も妻も厄年なので、お祓いを受けてまいりました。平安神宮には約４０年ぶ

りにお参りにいくということで新鮮な感じがしました。 

平安神宮は明治２８年（西暦１８９５年）３月１５日に第５０代天皇であった桓武天皇

をご祭神として創建されました。 

会長の時間(7 月 21 日) 

卓 話(7 月 21 日) 
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その後の昭和１５年には第１２１代天皇の孝明天皇も合わせて祀られ、現在の京都のお

や神様として崇敬される神宮となっています。 

このように京都には長い間、都であった為、世界文化遺産も多くあり、今現在で１７箇

所もあります 

①上賀茂神社、②下鴨神社、③東寺、④清水寺、⑤延暦寺、⑥醍醐寺、⑦仁和寺、⑧平

等院、⑨宇治上神社、⑩高山寺、⑪西芳寺、⑫天龍寺、⑬鹿苑寺、⑭慈照寺、⑮龍安

寺、⑯本願寺、⑰二条城 

ちなみに日本のユネスコ世界遺産は１９９３年、２４年前の奈良の法隆寺と兵庫県の姫

路城が最初だそうです。京都の世界遺産認定は翌年の１９９４年に古都京都の文化財と

して一括で登録されました。これらを見るに、現在堺市などが進めている堺の仁徳陵な

ど古墳群の登録は遺跡群の周りの環境も重視される認定委員会からみても、古い町並み

を保全している京都と違い、普通の市街地の中に遺跡がある堺などは認定を受けるのは

困難だと思われます。また京都は古い遺跡以外にも伝統的な祭りが多いのでも有名で

す。 

そしてそれらは観光の魅力にもなっています 

特に３つのお祭りは有名で5月の葵祭、７月の祇園祭、１０月の時代祭です。 

葵祭は賀茂御祖神社（下鴨神社）と賀茂別雷神社（上賀茂神社）の例祭で、5月15日

に行われる。古くは賀茂祭、または北の祭りとも称し、当時の平安貴族そのままの姿

で、京都御所を出発し、上賀茂神社まで向かう行列が有名です。 

また時代祭りは平安遷都から1,100年目を記念して明治28年に、桓武天皇を祭神とし

て平安神宮が造営され行われた記念祭の終わった翌日１０月２５に平安神宮の大祭及び

建造物・神苑保存のため、広く市民によって組織された平安講社によって、延暦から明

治に至る千余年の文物風俗を模した行列でもって時代風俗行列が行われました、そして

翌年から毎年１０月22日に行われる様になりました。 

そして今日は今、行われているお祭りである祇園祭を紹介したいと思います。 

今年の祇園祭は７月１日から３１日まで行われます。祇園祭は八坂神社の祭礼で、大阪

の天神祭・東京の神田祭とともに、日本三大祭のひとつに挙げられており、その歴史の

長いこと、またその豪華さ、祭事が１ヶ月にわたる大規模なものであることで広く知ら

れています。およそ１１００年前、神泉苑に日本全国の国の数の鉾６６本を立て、祇園

の神を祀り災厄の除去を祈る祇園御霊会を行ったのが始まりと伝えられています。 

その後、鉾が今のような形になり、豪華な飾りをつけるようになったのは、桃山時代か

ら江戸時代にかけて貿易がおこり、町衆階級が勃興して舶来のゴブラン織や西陣織など

が競って用いられるようになってからである。と言われています。 

また祭りも長期にわたる為、鉾立て、宵山、山鉾巡行などがありますが特に一般に有名

なのが山鉾巡行だと思います。 

ハイライトには２３台の山鉾が巡行する前祭(さきまつり)巡行、１０台の山鉾が巡行す

る後祭(あとまつり)巡行があります。 

平成21年には国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録された由緒あ

る祭りでもあります。 

あと余談ではございますが京都は食も有名で 

ミシュランのレストランガイドでも数百年の歴史がある料亭が多く星をもらっていま

す。 

1度はロータリーでもグルメ会で食事会を開いて食べに行きたいと思っています。 
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貴船などの川沿いの料理旅館の川床で涼しく、マイナスイオンの多い空間で川のせせら

ぎを聞きながら食事をしたいと思っています。 

 

 

 

会長 辰 正博 

 

本日は今年度、最初の親睦活動委員会の事業であります、ビア・パーティーを開催させ

ていただきます。 

開催において、坂田委員長他委員の皆様には本当にお世話になりありがとうございまし

た。 

又会員家族ファミリー会員の皆様に多数のご参加を頂きお礼を申し上げます。 

先日も他の場所でビア・パーティーがありましたが、屋外での開催だったので暑くて大

変でした。 

それに比べて本日は屋内での開催ですのでとても快適です。 

あと地上１２５ｍ、２６階という高さの為に周りの景観も良く見えて気持ちも良いと思

います。 

また景観の方も向こうに大阪城が見えるので今回は大阪城関連のお話をしたいと思いま

す。 

最近大阪城を観光で訪れる観光者数が増加しているというニュースがありましたが、こ

れは最近の外国人の日本観光の増加に伴い関西地方への外国人観光客の増加が大きいと

言われています。 

日本全体での観光への推進政策もありますが、関西では関空がＬＣＣの積極的導入のお

かげで京都、奈良といった有名な観光場所と近く、ＵＳＪなどのテーマパークや多くの

料理店やレストラン、また多くの免税店などショッピング場所があるなど、いろいろ楽

しめる場所になっている大阪も人気の場所になり、多くの外国人が観光に訪れていま

す。このような状況の為、当然大阪城も多くの観光客の訪問先になっています。 

しかし大阪城の訪問客が多いのはそれだけではありません。もう忘れている人もいると

思いますが大阪城周辺の建物などは、２０１５年から２０年間、民間業者の委託によっ

て運営されているのです。そのため施設を作ったり、イベントなどを積極的に開催して

多くの人を集めています。 

少し前はニュースにもなっていた夜間の大阪城を利用したプロジェクションマッピング

の映像イベント、最近では巨大プールや雪をあそべる施設を設置して皆様に涼しんでも

らうイベントをハウステンボスの協力で開催していたり、大阪城ホールの近くにショッ

ピング店舗のジョー・テラスオオサカを開店したりして、お客様の楽しめる場を提供し

ています。 

もちろん大阪城にある歴史的建造物の公開も楽しめますし、博物館では歴史的資料の展

示もあり、いろいろな人に楽しんでもらえる場所へ変わってきています。 

皆様も１度、生まれ変わった大阪城へ行って楽しんで頂ければいいかなと思います。 

それではそろそろ喉も渇いてきたので本日の会長の時間とさせて頂きます。 

 

 

 

会長の時間(7 月 29 日) 
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国際奉仕委員会 

「カンボジア スナーダイ・クマエ孤児院  

絵画展 in 神戸」 

国際奉仕副委員長 嶽盛和三 

 

7月14日例会終了後、中田直前会長、池永幹事、山中会員、事務局と私の5名で神戸の

甲南大学 甲友会館にて開催されているカンボジア スナーダイ・クマエ孤児院の絵画展

へ参加してまいりました。 

 カンボジアの多くの学校では美術の授業がなく、スナーダイ・クマエでは学校で触れ

る機会のない絵画の時間を 2008 年から施設の時間割に取り入れ、日本の支援者の皆さ

んに子どもたちの成長を感じていただいたり、カンボジアに興味を持っていただく場と

して毎年絵画展を開催されています。始めた年は孤児院責任者のメアス博子さんの出身

校であります甲南大学のみの開催でしたが、今年は早 9 年目となり、大阪、神戸、和歌

山、東京、岡崎と5ケ所で開催されているようです。 

 子どもたちの絵を鑑賞していると、暗い歴史のイメージのあるカンボジアとは全く異

なり、色鮮やかで夢があるものばかりで、こちらも楽しくなります。 

また、この絵画展には絵の他に、子どもたちの描いた作品をもとにしたオリジナルグッ

ズ（Tシャツ、ポストカード、カレンダー等）も販売しています。 

カンボジアは福祉施設に対して国から支援がないため、この絵画展での収益は、孤児院

の大切な運営費となっているようです。 

 メアス博子さんより今年の絵画展で一番うれしい出来事の一つとしてお話しくださっ

たのが、9 年前に現地スナーダイ・クマエ孤児院へボランティアに来てくれた当時立命

館大学の学生さんが、その後も毎年日本での絵画展のお手伝いをしてくれていて、大学

を卒業し、大学院も卒業し、そして共同通信社へ就職され、今年は絵画展の取材に来て

くれました！ 

と笑顔でお話してくださいました。 

 暑い中、参加してくださった皆さん、また孤児院への寄付金をお預けくださった宇瀬

会員、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕委員会 

「第一回職業奉仕委員会」 

職業奉仕委員長 藤永 誉 

委員会報告 
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平成29年7月19日（水）18：30～ 於：すし亭幹   

出席 藤永、中川、城岡、塩見 欠席 那須 

※社会奉仕委員会、広報委員会と合同開催 

 

１． 今年度の目標と活動計画の再確認 

・例年、選ばれた一会員の職業奉仕活動を参加者を募り行っておりましたが、今年度は

会員全員に職業奉仕の意識を持っていただくため、アンケート等を利用し、日頃から自

分の職業でどんな奉仕ができるかを考えていただくようにしていきたいと思います。 

２． 手順 

・アンケート作成 

・委員会で検討 

・会員へ主旨説明 

・アンケート配布＆回収 

・委員会にて選定（年間4回開催） 

・当該会員にお願い 

・奉仕活動（年間2回開催） 

 

社会奉仕委員会 

「社会奉仕委員会」 

社会奉仕委員長 塩見 守 

 

出席者 辰会長・中川・藤永・中田・城岡・奥野・嶽盛・塩見 

     

7月19日（水）18時30分からすし亭「幹」において、広報委員会と職業奉仕委員会と

社会奉仕委員会の合同委員会を行いました。 

社会奉仕部門では例年通りの行事を行う事で話をしました。 

・清心寮の子ども達とのふれあいバーベキューでは 

楽しくゲームなどできる企画を考えます。 

・清心寮夏期研修の日程を8月27日（日）で行う  

予定で調整します。 

・春の仁徳清掃活動終了後、堺北ＲＣ30周年記念に 

植樹した河津桜の下でお弁当を食べる企画を進 

めます。 

１年間たくさんの行事を行いますので、会員の皆様のご協力をお願いいたします。 

 

７月度「薬物乱用ダメ・ゼッタイ！」募金報告 

社会奉仕副委員長 中田 学 

 

今年度１回目の「ダメ・ゼッタイ募金」を７月２１日例会にて行いました。今回は塩見

委員長が仕事で新宮市に出張中で地元の銘菓、鈴焼お提供していただきました。募金額

は12,500円です。 

皆様のお協力に感謝致します。 

今年度１年間宜しくお願い致します。 

親睦活動委員会 

「2017－18年度ビア・パーティー」開催報告 

親睦委員会 坂田兼則 
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 今年も親睦活動の最初の行事であります「ビア・パーティー」を、大阪市中央区のパ

ノラマスカイレストランアサヒにて開催いたしました。 

 相変わらず蒸し暑い中を、会員家族お子様を含め３３名の参加をいただきました。 

 本会場の手配につきましては、木畑親睦委員又奥様に大変なご苦労をかけお手配いた

だきました事に感謝申し上げます。 

5：30より受付開始、6：00に開催し、第一部は通常の例会を開催。 

この中で、昨年１１月に旭日双光章を受賞されました堀畑会員に、辰会長から花束を贈

呈、中田会長年度にお祝いする予定であったものでありますが、なかなかその機会が無

く、本日になったものであります。 

 中川SAAの見事な進行により第一部例会が早く終了し、第二部まで時間があまりま

したが、予定どおり6：30から第二部が開催されました。 

 第二部は平野親睦委員の司会で進行し、開会の挨拶、会員家族の紹介と進み、堀畑会

員の乾杯のご挨拶で皆様会食にはいりました。 

 8：30までの時間を皆様和気あいあいと時間をすごしていただいた事と思います。そ

して最後にはいつもの「手に手つないで」を歌い、記念写真を撮って終了となりまし

た。 

 木畑・中田・平野親睦委員をはじめ親睦委員の皆様、準備お手配ありがとうございま

した。又ご参加いただきました会員家族・事務局の皆様に感謝いたします。 

 

 

 

辰 正博会員 暑い中みなさん御苦労様です。 

池田茂雄会員 先週の例会後、７名の参加者により囲碁勉強会を開催。ご参加頂いた 

皆様、有難うございました。 

中田 学会員 暑中お見舞い申し上げます。 

木畑 清会員 欠席しました。 

中川 澄会員 罰金ではありません。ちょっといいことがあったのでニコニコします。 

嶽盛和三会員 増強委員会29日ビア・パーティーの1時間前より開催させていただき 

ますので、ご参加よろしくお願い申し上げます。 

合計 １８，０００円 

 

 

堀畑好秀会員 花束の御祝い祝福をいただいて有難うございます。 

那須宗弘会員 親睦の皆さんお世話さまでした。 

城岡陽志会員 我が家でいろいろありました。お母さんごめんなさい！ 

中田 学会員 辰会長、最初の行事。１年頑張って下さい。 

坂田兼則会員 辰年度、最初の親睦事業に御出席いただき、有難うございました。 

木畑 清会員 例会場リーズナブルにしました。 

米澤邦明会員 旅行の関係で木曜日堺 RCにメイクアップしてきましたが、どういたし 

ましょう。 

嶽盛和三会員 お世話になります。増強委員会有難うございました。 

奥野圭作会員 親睦委員の皆さん今日は大変お世話になります。 

            合計  ４１，０００円 

ＳＡＡ(7 月 21 日) 

ＳＡＡ(7 月 29 日) 
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  ・当クラブ例会変更のお知らせ   ８月１１日(金)→祝日休会 

  ・事務局夏季休暇のお知らせ    ８月１１日(金)～８月１６日（水）まで 

   休暇中の緊急連絡先は、幹事池永の携帯までお願い致します。 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告 

ビア・パーティー 例会変更 7月 29日(土) 

 

堀畑会員より 

乾杯の御挨拶を 

いただきました。 

堀畑会員 

旭日双光章 

受章 

本当におめでとう 

御座います。 

 

最後に記念撮影 


