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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

本日の例会

前回の例会
2017 年 12 月 1 日(金)第 1776 回

2017 年 12 月 8 日(金)第 1777 回

時間

卓

話

卓話者

卓話 「百舌鳥・古市古墳群の
世界文化遺産登録に向けて」

「上半期を顧みて」
会長

辰

卓話者 世界文化遺産推進室長 宮前 誠様

正博

紹介者 中田 学会員
今週の歌 「タイ国歌」「君が代」

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

お客様の紹介 グェン・ティ・フーン様

会長の時間・委員会報告

出席報告・年次総会・会長の時間

幹事報告・ＳＡＡ報告

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告

〇皆出席表彰（12 月度）

〇会員・奥様誕生祝い（12 月度）
泉谷一郎会員(4 日)塩見直子様(3 日)

該当者なし

嶽盛 幸子様(25 日)堀畑キヌ子様(26 日)
澤井 ふみ様(30 日)

次週の例会

〇結婚記念祝い（12 月度）

2017 年 12 月 16 日(土)第 1778 回

時間

泉谷一郎会員(4 日)
＜12 月 1 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
2名
ビジター
0名
9 月 29 日(金)の出席率
96.77％

例会変更 及び 忘年家族例会
受付１７時～

開会１７時３０分～

於いて、咲蔵（さくら）

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）
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卓 話
「百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録に向けて」
堺市世界文化遺産推進室長 宮前 誠様
まず世界遺産とは
世界遺産の目的 一国にとどまらず人類全体にとって、貴重なかけがえのない財産を文
化遺産及び自然遺産に認定し、戦争や紛争などでの損傷、破壊等の脅威から保護すると
ともに、将来の世代に伝えていくこと。
世界遺産の種類 文化遺産 自然遺産 複合遺産
世界遺産の数
世界遺産数 １，０７３件（文化遺産８３２件・自然遺産２０６件・複合遺産３５件）
日本の世界遺産 ２１件
<大阪初の世界遺産登録に向けて>
近畿地方の世界遺産
姫路城（平成５年）
法隆寺地域の仏教建造物（平成５年）
古都京都の文化財（平成６年）
古都奈良の文化財（平成１０年）
紀伊山地の霊場と参詣道（平成１６年）
主な課題の進展
・構成資産を絞り込み（８９基→４９基）
・古墳群の保護措置が進展（緩衝地帯の設置・史跡指定の進捗）
・周辺整備が進展（百舌鳥駅前・大仙公園周辺の整備）
推薦書のブラッシュアップ
・海外の専門家にも理解してもらえるよう工夫
平成２９年７月３１日 文化審議会世界文化遺産部会において
平成２９年度の国内推薦候補に「百舌鳥・古市古墳群」を選定
↓
平成３１年の世界遺産登録実現に向けて取り組みを推進中
世界遺産登録までの流れ
平成２９年の日本の推薦資産が「百舌鳥・古市古墳群」に決定
↓
平成２９年９月 推薦書（暫定版）をユネスコ世界遺産センターに提出
↓
平成３０年１月 推薦書（正式版）をユネスコ世界遺産センターに提出
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↓
平成３０年夏 諮問機関（イコモス）による現地調査
↓
平成３１年５月頃 諮問機関（イコモス）による勧告
↓
平成３１年夏 世界遺産委員会で登録の可否を決定
今後の取り組み
～将来にわたり保存していくために～
「百舌鳥・古市古墳群」を将来にわたり保存していくためには、市民や来訪者にその価
値を知ってもらうことが重要
↓
◇その拠点として「
（仮称）百舌鳥古墳群ガイダンス施設」を整備（平成３２年～）
◇「ガイダンス施設」オープンまでは、
「百舌鳥古墳群シアター」
「仁徳天皇陵古墳 VR
ツアー」
（ともに堺市博物館内）

会長の時間
会長 辰 正博
第７回こども囲碁フェスタ堺は皆様方のおかげをもちまして、大成功に終わることがで
きました。
この場をお借りしてお礼を申し上げます。
また来週１２月８日金曜日の例会には友好クラブのノンケムＲＣ他の皆様がおいでにな
られます。
本日の会長の時間は年次総会とさせて頂きます。
細則
１ 会費の件
現状会員数が３１名で年額２６万円ですが、クラブの運営上で、安定化の為に年額
３万の値上げをお願いします。
よろしければ拍手を持って皆様のご承認とさせて頂きますのでよろしくお願い致し
ます。
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２ ２０１８年-１９年度の理事役員の件について
３ ２０２０年・２１年度の会長・幹事の件について
上記の２件については堺北ＲＣの細則で候補者氏名の日数が足りなかったので再度、来
年 1 月に総会を開催させて頂きます。
他にご質問やご意見などございましたら、よろしくお願いします

委員会報告
ロータリー財団委員会
「ロータリー財団特別寄付のお願い」
ロータリー財団委員長 山中喜八郎
寒冷の候、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、先日の例会でお願いさせて頂きました「ロータリー財団特別寄付及びポリオプラ
ス寄付」を今週８日(金)の例会にて、２００ドル（ロータリーレート１ドル＝１１２
円）⇒２２，４００円を集めさせて頂きますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

Ｓ Ａ Ａ
辰 正博会員 宮前様、本日は宜しくお願いします。
中田 学会員 宮前室長、本日卓話宜しくお願い致します。
藤永 誉会員 やっぱり罰金です。２回分です。
合計

７，０００円

幹事報告
（１）今週の配布物 週報・卓話資料
（２）幹事報告
・１２月１５日(金)例会は、１６日(土)忘年家族例会の為、例会変更となってお
ります。
（１５日例会はございません。
）お間違いなきようお願い申し上げます。
・１２月２２日(金)・２９日（金）の例会は休会です。
・１月３日(水)→例会 開口神社参拝
・１月５日(金)→３日(水)開口神社参拝に例会変更の為、例会はございません。
・１月１１日(木)→新春合同例会
・１月１２日(金)→新春合同例会に例会変更の為、例会はございません。
・１月１９日(金)→通常例会
（３）事務局からのお知らせ
12 月 29 日(金)～1 月 4 日(木)まで、冬期休暇を頂きます。
事務局冬期休暇中の緊急のご連絡は、池永幹事（携帯 090-2043-6323）までお願
い致します。
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そ の 他
第６回定例理事会
日 時 １２月１日（金）例会終了後
場 所「南海グリル天兆閣別館「ローズ」
」
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名中９名出席により理事会成立
議 案
１．堺９RC 連絡会 －承認
２．下半期会費の件 －承認
３．４ＲＣ合同例会 －承認
３月１日(木)に開催 ホスト：堺北ＲＣ
場所：南海グリル 詳細は決まり次第ご報告させて頂きます。尚、当クラブは３月
２日を例会変更させて頂きます。
４．会員増強３月３０日(金)例会変更の件 －承認
（費用 会員・ゲストともに例会費より 3240 円、不足分 会員は個人負担、ゲストは
親睦活動費より支出）
５．国際奉仕の件
タイ ノンケームＲＣ・ロイエッツＲＣともに友好クラブの 1 年間延長を承認
６．事務局 冬期ボーナスの件 －承認
例年通り
７．その他
①堺工科高校が仁徳陵清掃活動に参加したいとお声がけいただいた件
仁徳天皇陵をまもり隊へ連絡 直接コンタクトをお願いする
②徳田会員の件 －下期より退会を承認
③事務局 冬期休暇 １２月２９日(木)～１月４日(木)までとする。

Welcome to
Sakai North Rotary Club

堺９ＲＣ連絡会
日時：平成 29 年 11 月 15 日（水）午後５時～
場所：アンジェリカ・ノートルダム
＜審議事項＞
１．堺かるたの会普及のための広報活動のお願い(堺清陵 RC)
堺清陵 RC 西内 重広氏より説明があり、各クラブ 10,000 円の協賛を頂きたい旨、
各クラブにおいて検討をお願いします。
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運営都合上、本年度は間に合わないため次年度以降で協賛をお願いしたい。
２．IM 再開の提案について(上松瀬ガバナー補佐)
直ぐに再開は難しいので、3 月度堺 9RC 連絡会に各クラブ会長エレクトに同席頂き
ご意見を伺う。
３．世界遺産 PR 職デザインコンクール事業について(堺おおいずみ RC 猿田会員)
クラブからの依頼でない為、幟デザインコンクール事業について中止とする。
＜報告事項＞
１.堺９RC 新春合同例会・新春互礼会の案内を配布(堺東南 RC)
当日もパンフレットは用意されています。
２.第８８回互輪会のご案内(堺東南 RC)
２０１８年３月２９日(木) 於：天野山カントリークラブ
＜次回連絡会＞
日 時：１２月８日（金）午後１７時３０分～
場 所：ホテルアゴーラリージェンシー堺 6F
ホスト：堺ロータリークラブ
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