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前々回の例会 

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 

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 

小西幹夫会員(9日)平野祥之会員(11日) 

堀畑好秀会員(14日)三上尚嘉会員(18日) 

嶽盛和三会員(19日)城岡キヌ子様(4日) 

徳田 洋子様(18日)濱口 良子様(19日) 

山ノ内淑江様(26日)  

〇結婚記念祝い 

池田茂雄会員(12日)山中喜八郎会員(19日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

2017年 10月 20日第 1769号・1770号 

2017年 10月 20 日(金)第 1771回 

卓 話 「地域と産学共同の教育と町づくり」 

卓話者 大阪府立堺工科高等学校 

    保田 光徳 先生 

紹介者 奥野 圭作 会員 

今週の歌 「R-O-T-A-R-Y」 

「堺北ＲＣの歌」「赤とんぼ」 

お客様の紹 

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 

 

前回の例会 

2017年 10月 13日(金)第 1770回 

例会変更及びファイヤーサイドミーティング 

於：南海グリル天兆閣 １８時３０分点鐘 

 

 

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：嶽盛和三 

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 

 

＜10月 6 日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            17名 
欠席会員              14名 

 ゲスト            0 名 
 ビジター           0 名 
8 月 4 日(金)の出席率    90.32％ 

 

＜10月 13日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            22名 
欠席会員               9名 

  ゲスト            0名 
  ビジター           0名 

8月 18日(金)の出席率   90.32％ 

 

2017年 11月 5日(日)第 1772回 

例会変更及び地区大会 

於いて、ダイワロイネットホテル和歌山 
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「職業奉仕フォーラム」 

職業奉仕委員長 藤永 誉 

 

いつも大変お世話になりありがとうございます。 

本日は、職業奉仕ということで今までの失敗談と、これからの私の考え（思い）を発

表したいと思います。 

僕の家は、美原区太井というところで国道309号線と阪和道の交差点から100ｍくら

い西に入ったところにあります。 

前の道（阪和道の下の道）は、3車線ある一方通行で間は交通量がけっこう多い道で

す。 

歩道は整備されていて広くて車道との間に植込みもある散歩に適した歩道です。 

が、この植込みにどっから飛んできたのか、誰が捨てたのかゴミがいっぱいありまし

た。 

その頃は、朝起きてランニングしていましたので終わったらゴミ拾いをしていました。 

たばこの吸い殻、菓子パンのビニール袋、空き缶お弁当のガラなど側溝、植込みにいっ

ぱいありました。 

ここにゴミ箱を置いたらみんな捨ててくれて道は綺麗になるだろうと思い、約5年前に

職業奉仕としてごみ箱を設置して町をきれいにしたかったのです。 

最初の頃は、朝の散歩をしている人たちから「有難う」とか、「ご苦労様」とか声をか

けていただいて嬉しくて、まわりのゴミ拾いもしていました。 

また、近所の人もゴミ拾いをしてくれている姿も見られるようになりました。 

調子に乗ってSNSにゴミ箱の写真をのせて「いいね」もいっぱいしてもらいました。 

新井さんも気に入っていただいて設置していただきました。那須さんにもご快諾いただ

いて設置していただきました。 

ご迷惑かかっておりませんでしょうか？ 

というのもいつごろからかへんなゴミを捨てられるようになってしまいました。 

傘のつぶれたやつ、屋根瓦、犬のフン、ラジカセ、蛍光灯、気を取り直して、次の一手

を考えております。 

「ものづくりは、世界を救う」というフレーズを何かのTVで見て納得したのを覚えて

います。 

ぜひ、「環境（エコ）奉仕」なるものをやってみたいです。 

昨今の異常気象を止めて、次世代にいい環境を残せるように個人の小さな行動が必要と

思います。 

どうぞ皆さま、僕が気づかない僕にできる職業奉仕、環境奉仕を教えてください。 

 

 

 

会長 辰 正博 

 

１９８０年１０月３日に創立総会、１０月８日に加盟承認を頂いてから、今年度で創

立３７周年を迎えます。 

卓 話（10月 6日） 

会長の時間（10月 6日） 
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チャーターメンバーである堀畑会員に乾杯の音頭をとって頂きました。 

堺北ロータリークラブの今後益々の発展のために、会員皆様のご協力をお願い申し上げ

ます。 

 

さて、暑かった夏もようやく終わりお迎え、過ごしやすい秋の季節がやってきました。 

この時期になると、いろいろ食べ物も美味しくなる季節となりますが今回は松茸につい

てお話したいと思います。 

松茸は8月下旬から１１月にかけてアカマツの単層林や針葉樹林の多い林などで発生す

ると言われています。 

昔の日本では各地の山間部に里山が多く、人の手入れが行き届いており、アカマツも多

かった事もあって１万トン前後収穫していましたが、戦後の高度成長時代になってから

山間部の過疎化が進むことによって山の利用や手入れが少なくなり、だんだんと収穫量

が減り、今では７０トン前後になっています。 

国内の主な原産地は長野県と岩手県でほとんどを占めています。 

そのため、現在では外国からの輸入が流通の主流となっており、主な産地は中国や別種

の松茸としてメキシコ、アメリカやカナダなど北米産やトルコやロシアの欧州産、さら

に最近はスウェーデンやフィンランドなどの北欧産の輸入に頼っています。 

松茸は野生の物であれば「香り松茸、味しめじ」と言われるように香りを生かす料理に

合い、加熱することによってうまみを増すキノコですが、今までの外国産の松茸は輸入

時に免疫法の関係で洗浄して持ち込むことになる為、香りが国産と比べて弱くなり、安

い物などは合成化合されたマツタケエッセンスを加えて販売することも多くありまし

た。 

今までは、この香りが強いせいで外国ではあまり食べられずに日本だけで好んで食べる

食材の１つでしたが、昨今の日本食のブームで魚が食べられるようになった様にこれも

ブームになるのは私としては遠慮してもらいたいと思います。 

今週は中秋の名月ということもあり、澄んだ空に美しい月も見えていました。 

旧暦では７月から９月が秋だったので8月１５日ごろが中秋と呼ばれていましたが、現

在では10月４日が中秋になっています。 

また今回は１０月６日が満月となっていますが、天気予報ではあいにくの雨となってい

ますが、翌日７日の午後は晴れの予報になっています。 

最近は私たちみんながすこし多忙で心に余裕が無くなってきていると思いますので、１

日遅れてはいますがのんびりと夜に月を眺めて見るのはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

「会員増強委員会」 

委員長 嶽盛和三 

 

会員増強委員会では、今年度当初の日程でありました平成３０年３月３０日の第２回

ファイヤーサイドミーティングを変更し、仮称「拡大例会」を開催致したいと計画し

ております。 

「拡大例会」は会員各々が入会していただきたい方、会員に推薦したい方を招待し、

ファイヤーサイド 

ミーティング（10月13日） 
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例会に一緒に出席していただき、ロータリークラブを体験していただく企画です。 

従来から増強委員会任せでは入会も難しく、今回は全員が一丸となり、会員が各々最低

１人の友人或は入会して頂けそうな方を連れ、一緒に例会に参加するという当クラブで

は初めての試みですが、会員増強に繋がる事と思っております。 

計画としては、 

・１０月下旬～１１月上旬に委員会を開催し、日時・会場・卓話者・プログラム等大ま

かな部分を決める。 

・１２月中、案内状（招待状）のサンプルを作成し、理事会に諮る。 

・１月、最終案内状（招待状）を作成する。プログラムの作成と役割分担。 

・２月、案内状（招待状）を対象者に、手渡し又は郵便する。 

・３月初旬、人数集計、最終準備。 

会員各位には何卒ご協力の程お願い申し上げます。 

 

 

 

会長 辰 正博 

 

本日はお昼の例会から変更してファイヤーサイトミーティングを行います。このミー

ティングは本年度来年の３月にも行う予定です。 

テーブル会議では議題を決めて進行していますが今回のファイヤーミーティングで

はテーブル会議とビアパーティーをミックスしたような事業でありますので、お酒も

入って皆様も本音でお話をしていただく良い機会だと思いますので今日のミーティ

ングをお楽しみ下さい。 

また、会員増強して早くインフォーマルミーティングも開催したいと思っています。 

会員増強及び本ロータリー発足４０周年に際し、各委員会様より問題点や要望、提案な

どございましたら、この場にてお話下さいますようにお願いいたします。 

堺北ロータリーがより進化、発展して行きますように皆さん一緒に頑張りましょう。 

 

 

 

堀畑好秀会員 誕生日の御祝いを頂いて。 

辰 正博会員 創立記念を祝して 

嶽盛和三会員 大変涼しくなり、楽になりました。誕生日お祝いありがとうございま 

した。 

塩見 守会員 皆様お久し振りになってしまい、申し訳ございません。今月から例会出 

席頑張ります。気が付けば囲碁フェスタ堺まで２ヶ月を切ってしまい 

ました。今年もよろしくお願いします。 

                            合計  １７，０００円 

 

 

 

國井 豊会員 本日の夜間例会を有意義に、又堺北ロータリークラブの益々発展する 

様、頑張りましょう。 

ＳＡＡ（10月 6日） 

会長の時間（10月 13日） 

ＳＡＡ（10月 13日） 
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山中喜八郎会員 しばらくお休みさせて頂きまして、ご迷惑をお掛けいたしました。 

宇瀬治夫会員 今晩は一杯飲めるぞ。日本全国いつでもどこでも黒霧いもの湯割！ 

綿谷伸一会員 久し振りのファイヤーサイドミーティング、夜間例会も楽しいもので 

すね。 

辰 正博会員 ファイヤーサイドミーティングおおいに語ってください。 

嶽盛和三会員 増強にご協力お願いします。 

中田 学会員 久し振りのインフォーマルミーティングですね。皆様の意見を楽し 

みにしています。 

坂田兼則会員 本年度、最初のインフォーマルです。皆様お疲れ様です。 

澤井久和会員 昨日、一昨日撮影会があり、極度の靭帯損傷と言われマラソン断念か 

も。涙。先週人生初めてイーグル出しました。ただしスコアー１００超 

えです。涙。 

フロアーメンバー 会員増強より先にロータリーメンバーとしての自意識の向上を 

まずしてほしいです。今のままでは単に会費増強の為に見えています。 

塩見 守会員 先週も池永幹事にお世話になりましたが、本日もよろしくお願いしま 

す。 

藤永 誉会員 アイアンセットを買いかえましたが罰金です。 

平野祥之会員 夜の例会、いつも楽しみにしています。有難うございます。 

合計   ３４，０００円 

 

 

 

（１）今週の配布物 

   ・週報  

 

（２）幹事報告 

   この後理事会がございますので、理事役員の皆様は例会終了後お集まりください。 

次週の例会は、例会変更及びファイヤーサイドミーティングとなっております。

お間違いなきよう、お願い申し上げます。 

    

 

 

 

（１）今週の配布物 

   ・会員増強資料 

 

（２）幹事報告  

   ・次週１０月２０日（金）の例会は通常例会となっております。 

   ・１０月２７日（金）の例会は、１１月５日（日）地区大会に例会変更のため、 

お休みとなっております。皆様お間違いなきよう、お願い申し上げます。 

   ・１１月３日（金）は祝日の為、休会となります。 

 

 

 

 

幹事報告（10月 6日） 

幹事報告（10月 13日） 
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１０月度定例理事会 

 

理事会構成メンバー 

辰、澤井、木畑、池永、中川、笹山、坂田、藤永、塩見、平野、中田、小西、 

（池田）計１２名１０名出席により理事会成立 

 

議 案 

１．堺９RC連絡会 

  堺9RC連絡会 規約変更箇所を確認し承認 

 

２．2020-2021年会長の件 

  会長には山中会員を推薦し承認 

(幹事については山中会員より後日事務局へ連絡) 

 

３．会費の件 

  後期より 会費の改定を承認  

 

４．その他 

  ・ガバナー公式訪問 報告 －確認 

・2018-2019 役員の件 －承認 

(詳細は 澤井会員より事務局へ連絡) 

 

 

９月度堺９ＲＣ連絡会 

日時：９月１２日（火）１６：３０～ 

場所：サンパレス３Ｆコスタデルソル 

 

＜審 議 事 項＞ 

１．堺９ＲＣ連絡会申し合わせ事項への加筆の提案（堺おおいずみＲＣ） 

  堺９ＲＣ連絡会 共有事業 ホストクラブ順番制の申し合わせ事項に関して補足説 

明が明記され、承認されました。（添付書類参考） 

 

＜連 絡 事 項＞ 

１．２０１８年度堺９ＲＣ新春合同例会・新春互礼会ご臨席のお願い（堺東南ＲＣ） 

  ２０１８年１月１１日（木）  

於：ホテルアゴーラリージェンシー堺 

２．第２４回大阪府立大学留学生日本語弁論大会への寄付のお願い 

  大阪府立大学 国際・地域連携課長  

龍ヶ江 信一郎様より説明がありました。（今年度の担当は堺中ＲＣ） 

 

＜提案・継続審議事項＞ 

１． 上松瀬ガバナー補佐より、ロータリー財団の地区補助金活用についてのご提案が 

ありました。（各クラブ１０万円程度×９クラブ＝約１００万円）各クラブで協議を

し、次回の理事会にて審議致します。 

 

次回連絡会  

開催日時：１０月１２日（木）午後４時～５時 

場  所：ホテルアゴーラリージェンシー堺 ２５Ｆ「なにわ」 

ホ ス ト：堺清陵ロータリークラブ 

そ の 他 
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「ロータリー豆知識」 
 

ファイヤーサイド・ミーティング 
 
1935年に、新入会員にロータリー情報を提供するためにはじめられ

たものである。 

その後、シカゴロータリークラブがこれを取り入れて、大きな成果

を収めることから、世界的にひろまった、通称「炉辺会合」と言わ

れた集いは、名前に「座談会」「家庭集会」（Informal Meeting, 

Home Meeting）「情報集会」（Informed Group Meetings,あるいは

Information Meeting）などの変遷があり、現行では、この言葉そ

のものが「手続要覧」にはみられなくなっている。 

実態として、クラブによって様々な名称で集会が行われている。 

炉辺会合は新会員の同化、および会員間の親睦と情報交換、そして

ロータリーを推進するために、会員の自宅その他に少人数が集まっ

て和やかに自由討論する会合である 

今週の歌「赤とんぼ」 

 
夕焼小焼の 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 
小籠（こかご）に摘んだは まぼろしか 

 
十五で姐や（ねえや）は 嫁に行き 

お里のたよりも 絶えはてた 
 

夕焼小焼の 赤とんぼ 
とまっているよ 竿の先 
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職業奉仕入門 
 

職業奉仕を明確に定義することは簡単ではありません。しかし、職業奉仕を一つの生き方として捉えている

ロータ リアンも少なくありません。職業奉仕に対する理解を深め、クラブの活動と職業を通じて実践へとつ

なげるため に、本手引きを参考としてご利用ください。 
 

「職業奉仕」という概念 

 「ロータリーの目的」は、ロータリーの存在目的とロータリアンの責務について記した哲学的な声明です。 
職業奉仕は、「目的」の第2項を土台としており、この項で、ロータリアンは次のことを奨励し、育むことが求
められています。  
•職業上の高い倫理基準  

•役立つ仕事はすべて価値あるものという認識 
•社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものとすること 
 
職業奉仕はどのように実践できるでしょうか。以下にいくつかの方法をご紹介します。 
 •例会で、各会員が自分の職業について話し、互いの職業について学び合う。 
 •地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを生かす。 
 •高潔の精神で仕事に取り組み、言動を通じて模範を示すことで倫理的な行動を周囲に促す。 
 •若者のキャリア目標を支援する。 
 •専門能力の開発を奨励し、指導する。 
職業奉仕に意欲と熱意を感じる人にとって、ロータリーほどその実践にふさわしい場はありません。 
職業奉仕はロータリーの真髄であり、ロータリーをほかの団体と分かつ要素でもあります。 
 

職業分類  

ロータリーに入会する理由はさまざまです。しかし、多くの会員は、特定の業種や専門分野における活躍が
認められて入会します。ロータリーでは、この特定の業種や分野を、「職業分類」と呼んでいます。ロータリ
ー･クラブ の会員基盤は、各地域社会に存在するビジネスや職業を幅広く反映しており、これによって、 
クラブの活動や考え 方に多様性がもたらされています。職業分類は、職業奉仕と切っても切り離せない 

関係にあります。ロータリアンは、ロータリーにおいて各職業を代表する一方で、各業界において 
ロータリーを代表しています。  
行動しよう 
 •ある職業分類を取り上げた例会プログラムを実施する： 

特定の職業に関する発表（プレゼンテーション）を通じて、ほかの職業についてそれまで知らなかった内容
や 仕組みが学べるだけでなく、職業上のネットワークを築くことができます。また、ゲス トや会員候補者を
例会に招く上でも効果的です。  
•会員の職場訪問（ツアー）を行う： 
人前で話すことが苦手な会員は、自分の職業につ いて発表するより、職場訪問を行うことを好むかもしれ
ません。クラブの運営に支障 がなければ、時には会員の職場で例会を行うのも一案です。 
 •職業に関連する親睦活動グループに参加したり、新たにグループを設立する： 
ロ－タリー親睦活動は、共通の趣味や職業を持つロータリアンとその配偶者、ローターアクターによる国際
的な取り組みです。医師、法律・弁護士、出版関係など、親睦 活動グループの種類は多岐に渡ります。
詳細はウェブサイト（www.rotary.org/ja/ fellowships）でご覧ください。 
 •奉仕プロジェクトで職業スキルを生かす： 

科学・医学分野の専門知識、機械分野の 専門スキル、ビジネスを始めるためのアドバイス、財務管理の
専門知識、人前で話し たり文を書いたりするスキルなど、職業を通じて培った専門能力を活用して、地域
社会に貢献することができます。 
 

次回は高潔性と論理を掲載いたします。 


