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前回の例会  

2018年 5月 18日(金)第 1796回 

卓 話 「 菊炭のことなど 」 

卓話者  三上 尚嘉 会員 

今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」 

「バースディーソング」 

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（5月度） 

坂田多英様（2日）  

〇結婚記念祝い（5月度） 

城岡陽志会員(2日)  田口 隆会員(4 日) 

濵口正義会員(15日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

2018年 5月 25日第 1796号 

 

2018年 5月 25日(金)第 1797回 

「第３回次年度のための  

       クラブアッセンブリー」  

           次年度委員会委員長 

今週の歌 「我らの生業」 

「箱根八里」 

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 

〇皆出席表彰（５月度） 

 澤井久和会員（第８回） 

 

 

 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 

 

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 

次回の例会 

 

時間 

 

2018年 6月 1日(金)第 1798回 

「第４回 クラブアッセンブリー」  

           各委員会委員長 

 

＜5月 18 日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            23名 
欠席会員               5名 
ゲスト            1名 

 ビジター           0 名 
3 月 30日(金)の出席率     96.43％ 

 

「めざそう 皆出席  
みんなで 高めよう 出席率を」 

出席委員会委員 國井 豊 
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「菊炭のことなど」 

会員 三上 尚嘉 

 

  今月５月５日のこどもの日

に、私共の神社で２７回目になる

「さつきまつり」という子供中心

の祭りを開催しました。この祭に

大阪北部の能勢町田尻地区から来

て頂いた菊炭振興協議会に関係し

た事の一部をお話いたします。協議会は、能勢の

菊炭や農林産物加工品の開発・販売に力を入れて

地域の活性化を図ると共に、この地区の魅力を伝

えようと体験型イベントを積極的に開催していま

す。私共の開催した「さつきまつり」の木工体験

への参加はこうした活動の一環です。 

 ところで能勢町はいわゆる里山地域で、昔から

三白三黒という有名な特産品があり、三白とは米

と寒天と高野豆腐であり、三黒とは栗と黒牛と炭

です。その中で能勢田尻地区の炭は茶の湯の炭と

して知られてきました。猪名川の北部一帯で育成

されたクヌギを原木とした炭でその断面が菊の花

に似ていることから、菊炭と呼ばれました。江戸

時代に物資の集散地だった池田に炭を集め、全国

に販売されたため、池田炭とも呼ばれています。

茶の湯の炭にはナラ炭やクヌギ炭の他にカシなど

も有りますが、クヌギが一番好まれるのだそうで

す。この一名池田炭と呼ばれる能勢田尻の菊炭

は、クヌギを原木としているので熱分解しやす

く、炭質が硬く、収炭率も高いのですが、茶道が

求める以下の面でも品質が良い炭だそうです。 

 まず、締まりがある事。炭材が良く締まり、重

量も重く、握ったり叩いたりしても簡単には崩れ

ないことなどの事です。 

 次に、樹皮が密着していること。炭点前では炭

を握って絞り上げると皮が剥がれることを嫌いま

すが、冬に焼いたクヌギ炭は其れが特に少ない事

によります。 

 次に、炭の切口が菊の花のようにきれいに放射

線状に中心から割れ目が有る事。クヌギの特徴で

喜ばれ炭の名前に通じています。 

 次に、樹皮が薄い事。皮が厚いと規定の長さに

炭を切りにくい事と火がはぜやすく飛びやすいこ

とが嫌われ、薄いとそれが少ない。 

 更に適度にねらしが効いていること。ねらしと

は炭の中のガスを抜き、同時に焼しめる工程をさ

し、このねらし加減が難しく生産者のコツとなっ

ており、燃やし始めに出るほのかな炭の香りの良

さが好まれます。 

 そのほか菊炭は燃え尽きた後も白い灰が粉雪の

様に残るなど、風情、火付、火持ちが良いことな

ど茶席には欠かせない炭だそうですが、近年の里

山の流れはここでも同じで、炭生産に携わる人口

の減少、老齢化、それに伴うクヌギ山の荒廃な

ど、戦後の生活環境の変化の影響が貴重な伝統産

業を衰退させつつあります。 

 ところで里山は山や森と、里（町）の間に在っ

て、山や森の恵みを得て農林業等人の働きかけを

通じて環境が形成・維持されてきた地域を指し、

薪や炭などのエネルギー、建材などの材料、木の

実やキノコなどの食物を手に入れ、その成果を里

と交換することによって成り立っていると言えま

す。 

 山からは水や風など自然の恵みや鉱物などと共

に、精神的な物も人は授かります。山や森は神が

降臨する処、宿る処という考えは古くからありま

す。自然の恵みは同時に感謝と畏怖・畏敬の念を

抱かせ、それは信仰にも繋がっています。今日都

会の神社でも木々を大事にするのは、こうした考

えが根底にあります。 

 里は、山や森と里山がうまく機能しないとその

恩恵が届かなくなります。里はうまくいかない機

能を回復するための、手助けをしなければならな

いと思います。今回の祭りでの木工体験は、里

（町）の人＝堺の人も大変興味を持たれた様に見

受けられます。大きな手助けは中々ですが、小さ

な手助けは、

身近にあると

思います。 

  

     

卓  話 
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会長 辰 正博 

 

 先週は例会変更で日帰り親睦家

族旅行になりました。 

旅行では親睦活動委員会の皆様や

中川委員のおかげで大変豪華な旅

行が出来ました。 

旅行先の賢島は平成２７年６月５

日に主要先進国首脳会議の会場となった場所で

す。 

この会議は世界の主要国のトップの政治家達が参

加することから、英語で頂上という言う意味で

「サミット」と呼ばれています。 

この非公式の会議はオイルショックの翌年の１９

７５年に世界経済運営についての協議のためにフ

ランスの主催で６カ国（フランス・イギリス・西

ドイツ・アメリカ・日本・イタリア）で集まって

会議を行ったのが始まりです。 

途中でロシアが参加して、現在では中国やＥＵ委

員長と議長なども参加する年１回の各国持ち回り

の開催する会議です。 

日本での開催は東京、沖縄、北海道、三重で行わ

れています。 

それらの場所は観光名所が多い場所でもあり、堺

北ＲＣもそれらの内２ヶ所に旅行に行きましたの

で、残りの２ヶ所もいつか親睦家族旅行で行きた

いと思います。 

 

 

 

会長 辰 正博 

 

クラブ細則第16条の規定により、下記議案につい

て、只今より臨時会員総会を開催いたします。 

【議案】 

１.堺北ロータリー・クラブ定款 改正 

      平成30年4月6日 理事会 承認 

２.堺北ロータリー・クラブ細則 改正 

      平成30年4月6日 理事会 承認 

  

 上記案件、拍手をもって承認可決されました。 

  

 

親睦活動委員会 

2017-18年度 最終例会のご案内 

親睦活動委員長 坂田 兼則 

 

本年度最終例会及び親睦家族会

を下記の通り開催いたしますので

ご案内申し上げます。どうぞご家

族ともどもお誘いあわせの上ご参

加下さいますようお願い申し上げ

ます。 

          記 

日 時 ： 平成３０年６月１５日（金） 

  受付 午後５時  開会 午後５時３０分 

   ＊今回は金曜日の夜間になります。 

場 所 ： 南海グリル 東館３階 

参加者 ： 会員・ご家族・ファミリー会員 

登録料 ： 会員１０，０００円  

ご家族８，０００円 

小学生以下 無料 

☆出欠は６月1日（金）例会時まで。 

☆集金は６月8日（金）よりさせて頂きます。 

 

 

新世代委員会 

第36回RYLA研修セミナーのご報告 

新世代委員長・地区ライラ委員  

澤井 久和 

 

先般、4月28日（土）～4月

30日（月）2泊3日、淡輪の大阪

府立 青少年海洋センターにおい

て第36回RI第2640地区RYLA研

修セミナーが開催され、セミナー

生38名、ロータリアン約 30名にご参加いただ

き、天気にも恵まれ、滞りなく終了いたしまし

た。 

当クラブからは、城岡会員 太陽パーツ(株)さん

より4名、那須会員 祥雲寺さんより 1名が研修生

としてご参加いただき、また、当日の受付には藤

永会員と塩見会員がお手伝いに駆けつけてくださ

いました。皆さまご協力いただきましてありがと

会長の時間 委員会報告 

Gatu 

臨時会員総会 
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うございました。 

今年のテーマは「防災、その時あなたは大丈夫

か？あなたの大切な人を守れるか？」とし、被災

経験者の講話や救命救急について、非常食を実際

に作って昼食として提供したり、カッターボート

の体験があったりと、とても身になるプログラム

内容であったと思います。 

来年も皆さま、どうぞご協力のほど宜しくお願

いいたします。 

 

 

広報委員会 

ロータリーの友 5月号紹介 

 広報委員 嶽盛 和三 

 

 横組みｐ.7～13【青少年交換学

生を受け入れる】 

ホストファミリーの体験談が紹

介されています。 

どのファミリーも、世界各地か

らやってきた交換学生を、家族の

一員として迎え入れ、時には優しく、時には厳し

く接する事、お客様ではないので、自分の子ども

と同じように扱う事を心がけ、日本人の高校生と

してのマナーをしっかり教えること。 

交換学生が帰国してからは、毎年のように、誰

かしらが連絡してくることの楽しみ。結婚した、

子どもが生まれたなどと交流が続くこと。これが

ホストファミリーの醍醐味と語っておられます。 

しかしながら、ロータリアンの高齢化による慢

性的なホストファミリー不足により、青少年交換

プログラムが存亡の機に立たされているとのこと

です。 

 

ｐ.30【米山記念奨学事業 50年のあゆみ】 

「現地採用ロータリー米山奨学金」第一号、ベ

トナム出身のタイ・ヴアン・ナムさんの記事が紹

介されています。 

その米山記念奨学事業が、ＲＩから「多地区合

同奉仕活動」の認証を受け、「現地採用ロータリー

米山奨学金」（現在は海外応募者対象ロータリー米

山奨学金）創設に関わり、第一期現地採用米山奨

学生選考のためベトナムを訪れた、弘前アップル

ＲＣ関場氏の‟アンチ米山“から熱心な米山の支援

者への変貌ぶりが紹介されています。 

 

ｐ.32【漫画 「米山梅吉ものがたり」発刊】 

第2700地区の青少年奉仕委員会を中心に、イン

ターアクトの若者達が奉仕活動に大変熱心な反

面、ロータリーの歴史や精神についてはほとんど

知らずに活動しているため、大人になってロータ

リアンになる人が少ないのでは？ロータリーの縁

を大切にしてほしいとの願いから発刊にいたった

ようです。問い合わせは第2700地区ガバナー事務

所まで。 

「何事も人々からしてほしいと望むことは人々

にもそのとおりにせよ」―文中の言葉より― 

 

ｐ.43～53【ロータリーアットワーク】 

全国33クラブより様々な奉仕活動の様子が紹介

されています。 

「堺かるた大会に参加・協賛」堺清陵ロータリ

ークラブの記事が紹介されています。 

 

ｐ.55【俳壇・歌壇・柳壇】 

俳壇に堺RC 堤氏、堺フェニックス RC 米田氏、

柳壇に堺清陵RC 物種氏それぞれ選ばれています。 

 

 

囲碁大会準備委員会 

第8回 子ども囲碁フェスタ・堺について  

      囲碁大会準備副委員長 藤永 誉 

 

 先般、2018年11月4日（日）

でご案内いたしました「第8回子

ども囲碁フェスタ・堺」の日程で

すが、会場の都合により、 

2018年 11月 3日（祝・土） 

に変更されました。 

ご予定いただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

 又、例年この日は、清心寮の子どもたちを招い

てのバーベキュー大会でしたが、別の日程で調整

したいと思っております。 
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辰 正博会員 三上会員、本日卓話よろしくお願 

いいたします。 

三上尚嘉会員 よろしくお願いします。 

嶽盛和三会員 先日親睦家族旅行ありがとうござ 

いました。 

坂田委員長、中川委員様、手配あ 

りがとうございました。 

中田 学会員 中川会員、春の旅行ありがとうご 

ざいました。大変だったと思いま 

す。 

中川 澄会員 堺国際ツーデーマーチが昨年をも

って終了したことに本日気付きま

した。大ショックです。 

            合計 １９，０００円 

 

濵口正義会員より 

米山記念奨学会 特別寄付をいただきました。 

 

 

 

 

（１）配布物 ・週報 ・卓話資料 

・ロータリーの友 5月号 

・ガバナー月信 5月号 

 

（２）第４回 クラブアッセンブリー開催のご案内 

標記の件、下記の通り開催いたします。ご多用のと

ころ恐れ入りますが、お繰り合わせのうえご出席下

さいますようお願い致します。 

尚、ご都合の悪い場合は，副委員長・委員にご連絡

方お願い致します。 

          記 

  日 時   平成３０年６月１日（金） 

          例 会（卓話の時間） 

  場 所   例 会 場 

＊報告書は 6月 1日(金)までに、堺北 RC事務局宛

にFAX又はメールにてご提出下さいますよう、お願

い申し上げます。              

 

（３）堺南ＲＣ主催 

第10回 記念紙飛行機滞空競技大会のご案内 

堺南ＲＣさんが毎年児童福祉施設の子どもたち

を招待して、標記の大会を開催されており、今年は

下記の通りとなります。 

つきましては、当日開催の準備等、協力の要請が、

堺9ＲＣ内でありましたので、ご案内申し上げます。 

ご多忙中とは存じますが、ご協力いただける方はご

参加お願い申し上げます。 

記 

日 時 ： 平成３０年 6月23日（土） 

 ＊雨天の場合は 6月30日（土） 

       現地集合 9時20分  

開会 10時0０分  終了 14：00予定 

場 所 ： 大泉緑地公園 中央芝生広場 

主 催 ： 堺南ロータリークラブ 

後 援 ： 堺市・堺市教育委員会 

協 力 ： 大泉緑地紙飛行機クラブ・堺北ＲＣ・ 

堺清陵ＲＣ・堺東南ＲＣ 

                      

 

       

 

第11回 定例理事会 

2017-18年度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（１２名） 

（会計監事 池田） 

議 案   

１．堺９RC連絡会の報告 

堺南ＲＣ主催「第10回 記念紙飛行機滞空競技 

大会」への協賛金について 

・1万円（社会奉仕委員会より）― 承認 

２．「第8回子ども囲碁フェスタ・堺」の日程変更の  

 件 

 ・11月4日（日）⇒11月3日（祝・土）へ変更 

  ― 承認 

３．「第9回堺ユースサッカーフェスティバル」協賛

願いの件 

 ・12万円（社会奉仕委員会より）－ 承認 

４. その他 

・次年度 米山カウンセラー変更 

小西会員 → 米澤会員 ― 承認 

 ・2020-2021 ガバナーノミニーデジクネート確定  

幹事報告 

Gatu 

ＳＡＡ報告 

その他 

Gatu 
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宣言 

◇氏名：藤井 秀香（ふじい ひでか） 

◇所属クラブ：岸和田東ロータリークラブ 

◇職業分類：医療法人経営 

◇ロータリー入会：1996年2月 

― 以上 確認 

・定款 細則について ― 変更承認 

・来季予算 ― 次回新旧理事会にて再協議 

 

 

４月度 堺９ＲＣ連絡会 

日時：平成３０年４月２０日（金） 

場所：天兆閣別館４階「ローズ」 

＜議 案＞    

① 第88回互輪会へのご協力のお礼と収支報告

（堺東南ＲＣ） 

・別紙収支報告書配布。了承 

② ３月度 堺９ＲＣ連絡会・懇親会の収支報告

（堺東ＲＣ） 

 ・別紙収支報告書配布。了承 

③ 「第８回子ども囲碁フェスタ・堺」後援名義使

用承諾のお願い（堺北ＲＣ） 

 ・別紙依頼書配布。各クラブで検討の上、堺北

ＲＣへ回答する。 

④ その他 

・「第10回記念紙飛行機滞空競技大会」協力のお

願い（堺南ＲＣ） 

 2018年6月23日（土）大泉緑地公園 中央芝生

広場にて開催。別紙チラシ（案）配布。当日ご協

力いただける場合は、クラブで取り纏めて参加者

を堺南ＲＣへ報告してほしいとの依頼あり。 

又、正式なチラシが出来次第、改めて各クラブへ

案内するとのこと。 

 

  ●次回連絡会のご案内（堺おおいずみＲＣ）    

日 時／平成３０年５月１６日(水)１５：００～    

場 所／堺商工会議所 3Ｆ 会議室にて 

 

●新旧合同連絡会のご案内（堺南ＲＣ）    

日 時／平成３０年６月９日(土)１７：００～    

場 所／ホテル・アゴーラリージェンシー堺 3Ｆ

「春慶の間」 

今週の歌「箱根八里」 

箱根の山は、天下の嶮（けん） 

函谷關（かんこくかん）も ものならず 

萬丈の山、千仞（せんじん）の谷 

前に聳（そび）へ、後方（しりへ）にささふ 

雲は山を巡り、霧は谷を閉ざす 

昼猶闇（ひるなほくら）き杉の並木 

羊腸の小徑は苔滑らか 

一夫關に当たるや、萬夫も開くなし 

天下に旅する剛氣の武士（もののふ） 

大刀腰に足駄がけ 

八里の碞根（いはね）踏みならす、 

かくこそありしか、往時の武士 

5月 奥様誕生祝い 坂田会員 

5月 結婚記念日祝い 代表 濵口会員 

米山奨学生 ドゥアン ティ フオンさん 

5月度米山奨学金 授与 

 


