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前回の例会 

2017年 9月 22日(金)第 1767回 

卓 話 「 中国雑感 」 

卓話者 城岡 陽志会員 

今週の歌 「それでこそロータリー」 

「旅愁」 

お客様の紹介 ガバナー補佐 上松瀬 洋様 

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 

 坂田兼則会員（第１１回） 

〇ロータリー財団表彰 

 坂田兼則会員 ポールハリスフェロー１ 

 小西幹夫会員 ポールハリスフェロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

2017年 9月 29日第 1767号 

2017年 9月 29日(金)第 1768回 

「ガバナー公式訪問」 

第 2640地区ガバナー 岡本 浩様 

今週の歌 「奉仕の理想」 

「故郷の空」 

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 

 

  

  

  

 

 

 2017-18 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 10月 6日(金)第 1769回 

卓 話「職業奉仕フォーラム」 

卓話者 藤永 誉 職業奉仕委員長 

 

 

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：米澤邦明 

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 

 

＜9月 22 日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            18名 
欠席会員              13名 

 ゲスト            1 名 
 ビジター           0 名 
7 月 21日(金)の出席率    83.87％ 

 

「故郷の空」 

夕空はれて 秋風吹き  

月影落ちて 鈴虫鳴く  

思えば遠し 故郷の空  

ああ わが父母 いかにおわす 
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「中国事情」 

会員 城岡陽志 

（１）大連の日本料理店 

大連には日本企業がたくさん進出していますが、中国の人件費の高騰とともに撤退、

縮小企業が続出しています、それに伴い日本料理店もカラオケも激減しています。 

（２）大連のマンション事情 

成長著しい大連のため、マンション建設が過熱しております、最近の物件は投資用が

大半で、夜になると部屋の明かりがまばらです、大連市は見かねて２年間建設中止と

なりました。 

（３）中国の相続税 

相続税がないので、欧米のように金持ちはどんどん金持ちになり、日本のように３代で

なくなる現象はない、金が金を生む仕組みができており、けた外れの資産家が多い。 

（４）証明書の偽造 

卒業証書、戸籍、学歴、免許証、会社の各種認可、などあらゆるものに偽造品がある。 

日本の東大に匹敵する交通大学や精華大学の卒業証書が２万円で手に入る。 

工業大学や専門高校など調べても解らない 

（５）無戸籍 

人口、１３憶とも１５億ともいわれているが、戸籍のない人が１億人ぐらいいると言わ

れている。 

（６）中国の車事情 

製造メーカーが１２４社ある。年間需要が３５００万台あるが、供給能力が５０００万

台ある。 

乱立メーカーが１２４社から１２社まで淘汰されると言われている。 

ガソリン車は、日本や欧米のメーカーに勝てないので、国家戦略として電気自動車にシ

フトして世界一を狙いあれこれ海外メーカーに規制をかけて、国内メーカーへの支援を

強化している。 

 

 

 

会長 辰 正博 

暑かった夏も終わりになり、ようやくすごしやすい季節になってきました。 

体の疲れも癒えはじめてくるこの時期になると何かをしようとする活力も回復し、芸

術、読書、そしてスポーツや食欲など様々な活動も盛んになります。 

そこで本日は秋についてお話ししたいと思います。 

秋とは夏の次の季節で、二十四節季で言う立秋から立冬の前日まで月で言うと九・

十・十一の三か月の事を言います。 

また空の様子も夏の高い湿度と違い、大陸の乾燥した空気が日本の上空に流れてくる

ことにより空は青さを増し澄んだ高い空に見えるようになります。 

自然は冬に向けて、春と同様に花が咲き果実を実らせたりすることで美しく見える季節

であり、魚や動物も冬を越す為に、栄養を蓄積しはじめる為、美味しくなる季節でもあ

ります。本来の意味とは違い最近では秋の豊かな実りを表現する故事で、「天高く馬肥

卓    話 

会長の時間 
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ゆる秋」と言う言葉がありますが 

本当にこの時期にピッタリな表現だと思います。 

また似たような表現で食欲の秋と言うのも同じ物だと思います。 

これからもう少し、涼しくなり２０度ぐらいの気温となると秋の乾燥している気候とあ

いまって人間の集中力は特に増すと言われています、そのような所から読書にむいてい

ると言う事で読書の秋と言われています。由来としては昔の中国の詩人の「秋は読書向

きの季節である」という詩を夏目漱石が「三四郎」の中で書いたことから広がったと言

われています。 

芸術の秋と言うのも読書と同じく集中力が増し作品造りに取り組みやすい時期と言うも

のや芸術の公募展が秋主催のものが多いところからきていると言われています。 

また天気が良い日が続きやすく、体を動かすのに最適なこの季節、昔は運動会が盛んな

時期でもありました。そして東京オリンピックが開催されたことにより１０月１０日を

体育の日と定めたのが 

スポーツの秋の由来とも言われています。 

このように寒い冬を迎える前のこの時期は人間にとって何をするにしても一番向いてい

る季節であります。 

皆様も日頃から取り組んでいる仕事や趣味などございましたら、この１年の内でもっと

も良い時期だと思われるこの季節の活動には大きな進展や発見などがあるかもしれませ

んので試してみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

広報委員会 

「ロータリーの友９月号のご紹介」 

広報委員 嶽盛和三 

縦組 

ＮＰＯ法人ジェントルハートプロジェクト元理事篠原宏明氏の講演 ４頁 

いじめは犯罪であり重大な人権侵害である。いじめは「加害者問題」であり、根強く残

る「被害者責任論」、又無責任な私たち大人こそが本当の傍観者であり、いじめを生み出

している「当事者」だと思えてならないのです、と結んでいます。実際に我が子を自死

で亡くされた方の講演です。一読を。 

新しい定義で結成ロータリー学友会 １５頁  

第2660地区では、地区ロータリー学友会を設立し組織化することにより、散在していた

学友を有機的に結び付け、さらなる活動・研修の機会を提供、またネットワークの構築

と整備を進めることにより、自己研さん・自己実現の機会が大きく広がります。日本で

初めてロータリー学友ネットワークへの加盟が認められたとの事です。当地区も考えて

みては？ 

 

横組み 

世界のリーダーを目指して【貝塚コスモススポンサークラブ】４０頁 

元青少年交換学生・田端さんの記事です。大阪貝塚の出身の方で東大法学部３年生。青

少年交換で日本を代表して国際的な場で活躍することに憧れるようになりました。「日本

を超えて世界を牽引する次世代のリーダーを目指したい」 

委員会報告 
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その他 

「地区大会のご案内」 

幹事 池永隆昭 

 

国際ロータリー第 2640地区の2017-2018年度地区大会は、 

イアン H.S.ライズリーＲＩ会長のテーマ： 

「ロータリー：変化をもたらす」 

及び今期の地区指針：「ロータリーの原点を再確認し、２６４０地区の新たな飛躍を」の

もと、 

大会スローガンを「今一度、見つめようロータリーの原点」にさせていただきました。 

参加されるロータリアンが、本大会を通じて親睦の輪を広め、ロータリーの原点を考え

る機会にしたいと願っております。 

本年度の地区大会は、参加されたロータリアンが、ロータリーのことを改めて考え、認

識を深め、そのことによりロータリーの原点を今一度、再確認することを目指すものと

して企画しました。また、費用の面でも、出来るだけ簡素な大会運営を目指しました。

地区の正常化が達成され、新たな歩みを踏み出しつつある当地区の現状を反映した大会

となるべく、出来るだけ多くの皆様のご参加をお願い申し上げます。 

以上の次第より、本年度地区大会を別紙の通り御案内させていただきます。 

 

記 

２０１７年１１月５日（日） 

本会議 9:30登録受付 10:00 開会 16:15 閉会 

場所：ダイワロイネットホテル和歌山 

  （和歌山市七番丁26-1  TEL : 073-435-0055） 

申込み締切が迫ってきております。奮ってご参加下さいませ。 

以上 

 

 

 

上松瀬様ガバナー補佐 お世話になります。よろしくお願い致します。 

那須宗弘会員 ガバナー補佐様ようこそお越しくださいました。 

山中喜八郎会員 上松瀬ガバナー補佐さん、よくおいでいただきました。本日は宜しく 

お願い致します。 

北側一雄会員 城岡さんの卓話を拝聴に参りました。 

城岡陽志会員 本日の城岡先生の卓話楽しみにしていました。知性と教養に溢れ御見 

識の高い先生をいつも尊敬しております。 

辰 正博会員 ようこそガバナー補佐様。来週はガバナー公式訪問宜しくお願いしま 

す。 

中田 学会員 嶽盛さん昨日はご馳走様でした。又よろしく。 

中川 澄会員 城岡さん、卓話楽しみにしています。中国はお互い苦労させられました 

ね。 

嶽盛和三会員 上松瀬ガバナー補佐様ご来会有難うございます。今年度より財団・米山

Ｓ Ａ Ａ 
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頑張ります。 

平野祥之会員 城岡先輩、今日は卓話どのような雑感か？楽しみにしています。 

                            合計  ３９，０００円 

 

 

 

（１）今週の配布物 

   ・週報 ・ロータリーの友９月号・卓話資料 

（２）幹事報告 

   来週の例会はガバナー公式訪問となっております。 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

・堺泉ヶ丘ロータリークラブ 

   １０月１０日（火）→クラブ定款第８条第１節により休会 

 

   

 

九州豪雨災害は会員の皆様のポケットマネー60,000 円と堺北ＲＣ基金より 200,000 円、

合計 260,000 円を福岡県朝倉郡東峰村の災害支援本部に７月２１日に送金いたしました。 

 

【７月度】 

米山特別寄付 濱口会員 １０，０００円 

【８月度】 

堺北ＲＣ基金 堀畑会員 １００，０００円 

米山特別寄付 濱口会員 １０，０００円 

【９月度】 

米山特別寄付 濱口会員 １０，０００円 

       米澤会員 １０，０００円 

       嶽盛会員 ３０，０００円 

財団特別寄付 嶽盛会員 ３０，０００円 

御寄付、有難うございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告 

寄 付 報 告 

９月のロータリーレートは 

１ドル＝１０９円 

１０月のロータリーレートは 

１ドル＝１１２円 

堺北ロータリークラブ 

会長 辰 正博 様、会員の皆様、 

  

皆様お変わりなくお過ごしのことと存じます。 

２８年ぶりに堺北ロータリーを訪問しました時皆様に温かくお迎えいただきとても感激いたしました。 

そして、今までの絆がもっと深くなったような気がいたしました。 

堺北ロータリーとネパールとのこの絆を永遠に深めていきたいと思います。   

先生方が「ネパールのために何かやりたい！」とおしゃって下さいました。 

皆様方のネパールに対しての友情と親睦を深める温かい愛情、心より感謝いたします。 

会員の皆様方お時間がございましたら、一度ネパールへ足をお運びくださいますようお願いいたしま

す。ネパール旅行のスケージュール表を作って見ましたので、ご参考になればと思い送付いたしまし

た。季節の変わり目でございますので 皆様どうかお身体を大切になさってください。 

 マナ 

（マナババさんからメールが届きましたので掲載いたします） 

 


