
 - 1 - 

前回の例会 

2018年 9月 28日（金）第 1811回 

卓 話 「 今年度の国際奉仕活動 」 

卓話者 RI第 2640地区国際奉仕委員長 

    中野 一郎 様（堺清陵 RC） 

紹介者  池永 隆昭 会員 

今週の歌  「R-O-T-A-R-Y」 

「見上げてごらん夜の星を」 

お客様紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 10月 5日第 1811号 

 

2018年 10月 5日（金）第 1812回 

創立記念を祝して乾杯 

卓 話 「 職業奉仕月間フォーラム 」 

卓話者 職業奉仕委員長 那須宗弘 

今週の歌  「君が代」「奉仕の理想」 

「バースデーソング」 

お客様紹介・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) 濱口 良子様(19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) 

 

 2018-19 年度 国際ロータリーのテーマ 

「インスピレーションになろう」 

国際ロータリー会長 バリー・ラシン（バハマ国・イーストナッソーRC） 

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     : https://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)  ： 樫畑 直尚 

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

E-mail ： kashihata@rid2640g.com 
会長：澤井久和  幹事：坂田兼則  広報委員長：米澤邦明  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 

2018年 10月 12日（金）第 1813回 

例会変更 同日夜間例会 18：30～ 

「ファイヤーサイドミーティング・ 

       永富久紀会員 歓迎会」 

於：南海グリル天兆閣別館 4F「ローズ」 

＜9月 28日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            29名 
出席会員            16名 
欠席会員              13名 

  ゲスト            0名 
  ビジター           1名 

8月 31日(金)の出席率     89.66％ 
 

次週の例会 

 

時間 
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「 今年度の国際奉仕活動について 」  

RI第 2640地区国際奉仕委員長 

       中野 一郎 様（堺清陵 RC） 

 

いつもお世話になっておりま

す。 

まずは今年度の地区国際奉仕活

動においてタイ王国 ノンケーム

ロータリークラブとの素晴らしい

ご縁を取次ぎ頂いた貴クラブに感

謝申し上げます。 

お陰様を持ちまして、ノンケーム地区における水

浄化プロジェクトは参加予定クラブが7クラブと

なり計14基を寄贈する運びとなりました。 

10月25日の合同例会においてはタイのロータリ

アンも19名来られますので、その際に贈呈式と事

業説明をさせていただきたく思います。 

10月27日の2640地区 地区大会1日目にはノン

ケームRCの磯部氏よりご報告の講演がございま

す。 

今年度の4月に貴クラブにて卓話に伺い、国際奉

仕活動の概要をお話しさせていただきましたが、

その際にロータリー財団の補助金についても少し

触れました。 

皆様の奉仕活動に対する補助金の活用方法につい

て述べた訳ですが、今年度の2640地区の各クラブ

の申請状況は、 

 ◆地区補助金申請  24クラブ 

 （堺北ロータリークラブ2182㌦含む） 

  内国際奉仕活動に活用 9クラブ 

◆グローバル補助金申請 2クラブ 

  堺北ロータリークラブ 32000㌦ 承認待ち 

     パートナークラブ ロイエットRC 

  堺清陵ロータリークラブ 32000㌦ 

 承認及び送金済み 

     パートナークラブ ノンケームRC 

となっております。因みに昨年度は地区補助金申

請16クラブ、グローバル補助金申請は0でした。 

前回の卓話の際にお願いした補助金の活用を見事

に実践され奉仕活動につなげた堺北ロータリーク

ラブの皆様に敬意を表します。 

国際ロータリーの使命は、他者に奉仕すること、

高い倫理基準を推進すること、世界理解、親善、

平和を推進することの３つから成ります。それに

対しロータリー財団の使命は3番目の世界理解、

親善、平和を達成できるようにすることです。 

ロータリー財団は寄付を受け取り、ロータリーク

ラブや地区の人道的及び教育的活動で財団が承認

したものに、補助金を提供する非営利法人と定義

されております。そして国際ロータリーがロータ

リー財団の法人会員となっておりますので、正式

名称は「国際ロータリーのロータリー財団」でロ

ータリーの方針に沿わない活動をすることはあり

ません。両者の理念は一体のものです。 

今後益々、ロータリー財団と国際奉仕活動にご理

解をお願い申し上げます。 

 

 

 

「 温泉の魅力 」 

副会長 山中喜八郎 

 

温泉は私も大好きで、温泉とな

れば、山でも海でも出かけます。 

ある女性の方から、混浴の露天風

呂に入る時、新しいバスタオルを

付けて、入ろうとしますと、年配

の方から「日本では、素っ裸で入

浴するのが、伝統やさかい、バスタオルは取りな

さい。」と言われたと言うのです。皆さんどう思わ

れます？そこで正当な文書を探してみると、正倉

院文書にありました。 

「伝説温室洗浴衆僧経」にありました。 

そこには、7つの物を用いて湯あみをすれば、7つ

の病を除き、7つの福を授かるとありました。その

7つ目のものが「内衣」（湯
ゆ

帷子
かたびら

のちの浴衣
ゆ か た

）。 

つまり、裸をいましめ、内衣着用の入浴を求めて

いるのです。そんな事を考える奴は「誰やね

ん！」と怒りましたが、残念ながら、これが温泉

を含む入浴の規範となりました。 

つまり、歴史を見ると、手ぬぐい1つで、裸で入

浴すると言う形式は、江戸時代後期に現れる風俗

で、それまでは「湯ふんどしや腰巻」等をつけて

卓 話 
 

会長の時間 
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入るのが礼儀で、事実草津などでは、新しいふん

どしを買って入浴するのが決まりとなっていまし

た。 

ところが、江戸時代後期に大変なことが起こり

ました。そうです、「混浴禁止令」が出たのです。

と言う事は、今の今までは、皆「混浴」であった

と言う事です。さらに明治に入り、西洋の近代化

が始まりますと、西洋の目を気にして、「混浴」が

なくなり、手ぬぐい1つで入浴するようになりま

した。これから先には、天皇家即ち宮様の入浴の

話等があって面白いのですが、あまりに長いの

は、目や耳の毒です。それでは今日はこの位で、

又のお呼びをお待ちします。 

それまで暫く御機嫌よう。有難うございました。 

 

 

 

広報委員会 

「「ロータリーの友・９月号」の紹介 

             広報委員 池田茂雄  

 

左開き 

(１)バリー・ラシンＲＩ会長メッ

セージ（3頁） 

ロータリーは、ポリオ撲滅活動、

安全な水の提供、青少年の指  

導など、数多くの奉仕活動を行っております

が、これら一つ一つの活動を 1枚の写真で表す

ことができたら、どうなるでしょうか。ロータ

リーという一つの団体が、世界中でこんなに多

くの活動をしていることを、ロータリアンを除

いては、誰も信じないのではないでしょうか。

ロータリーは、すばらしい団体です。 

エジプト、インドネシア、ケニアでは、女性会

員が50％に近づいております。世界はロータリ

ーを必要としているのです。会員増強は、私た

ち一人一人の責任ですと、強く訴えておられま

す。 

(２)子どもの貧困対策（7頁） 

日本の子どもの貧困率は 16.3％（6人に1人貧

困）で最悪となった。学習どころか、満足に食

事がとれない子どもたちがいます。 

日本国内に出回っている食料（年間）  

8,300万トン 

食べ残しなどで廃棄される食品（年間）  

646万トン 

飢餓に苦しむ人たちに向けた世界中での支援

食糧    320万トン 

大宮中央ＲＣ、池田ＲＣ、名古屋東ＲＣが子ど

も食堂への支援をしている。 

(３)ロータリーの友月間（15頁） 

あなたは、「積んどく」ですか。「読んどく」で

すか。 

八戸ＲＣでは、ロータリーの友の紹介を委員会

報告としてではなく、卓話として、毎月 1回、

紹介をしている。最も会員が興味を持っている

ページは、縦開きの「SPEECH」、「友愛の広場」、

「卓話の泉」だそうです。卓話時には、前もっ

て委員会を開いて、内容を要約して一枚ものに

まとめ、全会員に配布して説明している。意見

交換や感想を述べるなど活発な意見交換もでき

ているということです。 

(４)世界のロータリー雑誌（18頁） 

公式雑誌「The Rotarian」ＲＩ本部発行 1冊 

自国で発行（日本など）15ヶ国      15冊 

数ヶ国共同で発行                17冊 

（合計 33種類）  

(５)ポリオ撲滅活動（30頁） 

1979年（S.54年）フィリピンで活動始める。 

今年7月末現在、アフガニスタン 10件、パキス  

タン3件で計13件にまで減少した。 

(６)日本のロータリー100周年（33頁） 

1920年（大正9年）10月20日、東京ロータリ

ークラブが創立された。 

世界で855番目のクラブとして誕生した。 

2020年10月100周年となる。 

（我が、堺北ＲＣは、2020年10月に40周年を  

迎える） 

(７)米山記念奨学事業（34頁） 

寄付金収入      14億3,381万円 

会員一人当り平均      16,068円 

今年度の奨学生、前年より40人増加して820

人。 

来年度は850人の予定である。 

(８)ネパール（39頁） 

1960年（昭和35年）の平均寿命は 35歳で、現  

委員会報告 

 

時間 
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在では70歳となった。 

(９)今月は将棋の解説（44頁） 

偶数月は、囲碁についての記事。 

奇数月は、将棋についての記事。 

右開き 

(１)子どもも大人も地域で育つ（4頁） 

東日本大震災の時の小学校1年生が大学を卒業

する頃には、彼らの65％が現在は存在していな

い職業に就くことになると予測されている。半

数近くの職業がAI自動化によりなくなるという

ことです。2045年には、人口知能が人間の知性

を超える「シンギュラリティー」に到達し、

人々の生活が大きく変化するという。おそら

く、喜怒哀楽もそなえた AIが出現するのでは？

（AI＝ｱｰﾃｨﾌｨｼｬﾙ･ｲﾝﾃﾘﾃﾞﾝｽ） 

(２)友愛の広場（13頁） 

7名投稿あり 

(３)卓話の泉（18頁） 

  4名投稿あり 

(４)ロータリーアットワーク（27頁） 

堺おおいずみＲＣによるミンダナオの子どもた

ちを支援 

  集団生活ができる寄宿舎建設の支援 

 

 

社会奉仕委員会 

「仁徳天皇陵清掃奉仕活動のご案内」 

         社会奉仕委員長 藤永 誉  

 

 本年度も恒例になりました仁徳天

皇陵の清掃奉仕「仁徳稜をまもり

隊」を下記要領にて実施いたした

く、何かとご多忙のこととは存じま

すが、ご参加、ご協力のほど宜しく

お願い申し上げます。  

           記 

日時 平成３０年１１月４日(日)午前９：３０～  

集合場所  仁徳天皇陵正面配所前（駐車場） 

集合時間  午前 ９：１５ 

服装 ロータリーメンバーはいつものジャンバ－  

帽子   家族のかたは自由です。 

持参する物 特に必要なし 

 道具等は社会奉仕委員会で用意致します。 

雨天等の関係で中止の場合、参加予定者の皆様に

当方（塩見会員）より午前７：５０頃までにご連

絡いたします。尚、雨天中止の場合には次回予定

が11月11日（日）となります。 

当日はメ－キャップ扱いとします。 

 

   

児童養護施設 清心寮の子供達との 

「ふれあいバーベキュー大会」のご案内 

          社会奉仕委員長 藤永 誉  

   

児童養護施設 清心寮の子供達を招いて、バー

べキュー大会を開催致します。 

 食欲の秋、大いに食べて、小学生の子供達と遊

んで、楽しいひとときを過ごしていただければと

思います。多数の皆様のご参加をお待ちしており

ます。 

          記 

日時 ２０１８年１１月１０日（土） 

 午前１１時から午後１時００分頃（延長あり） 

 （準備のため10時30分集合して下さい） 

場所 大泉緑地 野外炉 バーベキュー施設 

   堺市北区金岡町128 ℡：072-259-8600 

会費 ３，０００円 

備考 ①雨天等中止の場合は、午前１０時位まで 

に連絡致します。 

   ②バーベキュー施設は、午後２時完全撤収

のため後片付けにご協力をお願い致しま

す。  

   ③駐車は第３駐車場が比較的近いです。     

 

 

囲碁大会準備委員会 

 「第8回子ども囲碁フェスタ・堺」 

第3回打ち合わせ会議報告 

大会準備委員長 宇瀨治夫 

 

日時 平成30年9月28日（金） 

時間 18：30～ 

場所 すし亭「幹」 

議題 当日の進行と準備の確認 

出席者 宇瀨委員長・澤井会長・ 

山田名誉会員・池田会員・池永会員・北側会員・ 
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小西会員・坂田会員・笹山会員・塩見会員・ 

中川会員・中田会員・藤永会員・綿谷会員・事務局

（合計15名）  

今回の会議では、大会当日の進行と役割分担と準備

の確認をしました。例年通りの準備が整っていたの

で、スムーズに進行できました。前回の会議で各ク

ラス別 1 位～3位の写真をホームページ上にアップ

するために、どのようなアナウンスをすべきかの議

案について話合いました。その結果、開会式で池田

会員からアナウンスしていただきます。それから、

ロータリー活動をＰＲするために、新しく作成して

配布しては、との意見をいただきました。又、週報

を配布する意見も出ましたが、ロータリーをわかり

やすく見ていただけるものを藤永会員と塩見会員

で作っていただきます。とても有意義な意見交換が

行えました事に、感謝いたします。 

 

「第８回子ども囲碁フェスタ・堺」大会進行予定 

10：00 

備品等の会場搬入 

エレベーターホール・第 1会議室・第4会議室へ 

搬入 

10：30 

 会員全員集合・会場設営開始 

 エレベーターホールに受付設営 

 第 1会議室を開会式場に設営・囲碁入門教室の準備 

 受付時参加記念品の袋詰めと配布準備・飲み物配 

布準備 

 第3会議室を名人戦Ａクラス会場に設営 

 研修室2を名人戦Ｂ・Ｃ会場に設営 

 第4会議室を会員・関係者控室に設営 

 第2会議室を同伴者控室・囲碁フリールーム・来 

賓控室に設営 

 1Ｆ正面入り口・各部屋表示印刷（坂田会員） 

 開会式場大会看板・式次第（事務局） 

 会員全員囲碁ジャンパー着用 

12：00 

 棋士等到着 

 各会場設営の確認 

 棋士全員腕章を着用 

 会場設営完了後、適時棋士・会員全員食事 

（第4会議室） 

12：00  受付開始 

 受付担当4名（中田会員・坂田会員・中川会員・ 

事務局） 

 ＊入門教室・名人戦参加者を分けて受付・クラス 

分けの確認 

 ＊参加名簿とネームプレートの照合・抽選用番号 

確認 

 ＊受付体制は囲碁大会開始後も残す 

  配布担当責任者（藤永会員） 

  2Ｆ会場案内責任者（笹山会員） 

  1Ｆ会場案内責任者（塩見会員） 

  医療班は受付会場 (笹山会員奥様) 

12：30  

教育長・教育委員部長到着 

 教育長車駐車場準備（塩見会員） 

 お出迎え・来賓控室に案内（堀畑会員・北側会員・ 

宇瀨会員） 

 教育長に赤リボン着用 

13：00  開会式（第1会議室） 

 司会進行（日本棋院） 

 主催者挨拶  澤井会長 

 来賓挨拶   中谷省三教育長 

 棋士挨拶    山田名誉会員 

 ホームページ案内  池田会員 

 大会進行説明等   北側会員 

 開会式は会員全員参加（事務局は受付で待機） 

 司会マイクと登壇者マイクの 2本を準備（塩見会 

員） 

13：20 開会式終了 

 名人戦参加者の各部屋へ誘導（会員全員） 

 開会式会場を入門教室へ会場設営（会員全員） 

 （入門教室参加者・保護者は一度退室してもらい、 

設営終了後に入場） 

13：30 囲碁大会開始 

 囲碁入門教室（第1会議室） 

 入門講座（子どもの踏み台準備・塩見会員） 

 囲碁名人戦Ａクラストーナメント戦 

 囲碁名人戦Ｂ・Ｃクラスリーグ戦 

 囲碁フリールーム（第 2会議室） 

15：40 囲碁大会終了 

 名人戦の表彰者集計 

 表彰状準備（事務局） 

 第1会議室を表彰式場に設営（会員全員） 

 アンケート用紙・ボールペンの配布（会員全員） 
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 抽選箱1個準備（事務局） 

16：00 表彰式（第1会議室） 

 司会進行（日本棋院） 

 表彰・抽選（山田名誉会員・宇瀨会員） 

 主催者御礼（堀畑会員・宇瀬会員） 

16：30 囲碁大会終了 

 アンケート用紙・名札の回収（会員全員） 

 設営撤去・搬出（会員全員） 

 囲碁ジャンパー回収 

大会当日の撮影（池田会員・米澤会員） 

大会記事の作成（池田会員・藤永会員） 

その他準備一覧 

 ＊大会当日保険（宇瀨会員） 

 ＊入門教室用クリアーコップ（事務局） 

 ＊1Ｆ正面入り口の立て看板（北側会員・塩見会員） 

 ＊ジュース（山田名誉会員・中川会員） 

 ＊お茶（中田会員） 

 ＊参加賞（全員配布用） 

 ＊アンケート用紙・ボールペン（事務局） 

 ＊参加者ネームプレート（事務局） 

 ＊大会プログラム（藤永会員・塩見会員） 

 ＊救急箱（中田会員） 

 ＊弁当（小西会員） 

 ＊ゴミ袋（事務局） 

 ＊梱包用粘着テープ（事務局） 

 

  

 

山中喜八郎会員 国際奉仕委員長様、お久しぶりで

ございます。今日は、よろしくお願

いいたします。 

宇瀨治夫会員 RI2640 地区国際奉仕委員長中野様、    

卓話有難うございます。 

忙しいところ卓話に感謝。 

宜しくお願いします。 

中田 学会員 中野さん本日は宜しくお願い致し 

ます。 

綿谷伸一会員 RI2640地区国際奉仕委員長、本日卓

話よろしくお願いします。 

藤永 誉会員 中野様、ようこそ堺北へ卓話よろし

くお願いします。 

永富久紀会員 中野様、いらっしゃいませ。 

久しぶりです。 

畑中一辰準会員 北輪会の場外的中分全てニコニ

コへ。有効にお使い下さい！ 

           合計１５，０００円 

 

 

 

 

（１） 配布物    

・週報  ・ロータリーの友 9月分 

・アセアンウイークチラシ 

 

（２）堺南RC 堺東南RC 堺清陵RC 堺北RC 

４クラブ合同例会のご案内 

この度、ノンケーム RC の礒部様はじめタイ国よ

り19名が、地区大会参加の為、来日されます。 

つきましては、その歓迎会も兼ねまして「４クラブ

合同例会」開催のご案内を今回ホストの堺清陵 RCさ

んより頂戴しました。内容は下記の通りです。 

ご多忙中と存じますが、どうぞご出席下さいますよ

うお願い申し上げます。 

           記 

日時：平成30年10月 25日(木)18：00～20：30 

場所：アゴーラリージェンシー堺 3F「利休」 

会費：５，０００円 

 

（３）例会変更続きます！ご注意ください！！ 

・10月12日（金） 同日夜間例会 18：30～ 

ファイヤーサイドミーティング・永富会員歓迎会 

於：南海グリル天兆閣別館4F「ローズ」 

・10月19日（金）→10月25日（木）18：00～ 

タイ国RC歓迎4クラブ合同例会へ 

於：アゴーラリージェンシー堺3F利休2 

・10月 26日（金）→10月 27日（土）・28日（日） 

地区大会へ例会変更 

於：ホテルグランヴィア和歌山 

10月27日（土）13：30開会 

タイ国ノンケームRC礒部寿一氏のご講演 

10月28日（日）13：00開会 

記念講演 水野正人氏 

・11月2日（金）→11月3日（祝・土）10：30～ 

 第8回子ども囲碁フェスタ・堺へ 

   於：サンスクエア堺 

 ＊例会変更が多くございますので、お間違いな 

きようご出席のほどお願いいたします。 

SAA報告 

 

時間 

 

幹事報告 

 

時間 

 


