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前回の例会 

2019年 2月 8日（金）第 1827回 

「第 2回クラブアッセンブリー」 

      各委員会委員長 

今週の歌  「我らの生業」  

       「旅人よ」 

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 

〇皆出席表彰(２月度)  

 中田 学会員（第１６回目）  

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 2月 15日第 1827号 

 

  2019年 2月 15日（金）第 1828回  

卓 話 「 労働事件あれこれ 」 

卓話者   中川 澄 会員 

今週の歌  「四つのテスト」  

       「冬の星座」 

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 

〇ロータリー財団 表彰 

堀畑好秀会員…ポールハリスフェロー６ 

中田 学会員…ポールハリスフェロー２ 

米澤邦明会員…ポールハリスフェロー２ 

澤井久和会員…ポールハリスフェロー1 

塩見 守会員…ポールハリスフェロー 

笹山悦夫会員…ポールハリスフェロー 

池永隆昭会員…ポールハリスフェロー 

 

 

 

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：池田茂雄 

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 

 

＜2月 8日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            20名 
欠席会員              10名 

  ゲスト            0名 
  ビジター           0名 

1月 18日(金)の出席率     93.1％ 

 2019年 2月 22日（金）第 1829回  

「 テーブル会議 」 
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会長 澤井 久和 

 

こんにちは！ 

本日も例会ご出席お疲れ様です。 

本年度 メイクアップ、地区委員会

を含め皆出席の澤井です。 

本日の例会、白木会員は、まだまだ

クラブには慣れていないとは思いますが、徐々に

慣れていきますので、楽しめます様に願っており

ます。 

最近、私はこれと言った話題もなく、仕事が忙し

くしているだけで、コツコツと頑張っているだけ

です。 

ほんとに「貧乏暇なし」とはこの事です。夢は大

きく持ち過ぎて叶わない事だらけですが。 

ここで再確認ですが、ロータリーの３つの義務

のひとつの 出席の義務ですが、100%が義務にな

っております。目標ではありません、何回も申し

ますが 義務です。 

定款の出席の部分を改めて皆さんで確認したい

と思います。 

 

〈ロータリークラブ定款〉 

第 12 条 出席［本条の規定への例外は第 7 条を

参照のこと］ 

第 1 節 ― 一般規定。各会員は本クラブの例会、

あるいは細則により定められている場合は衛星

クラブの例会に出席し、本クラブの奉仕プロジェ

クトおよびその他の行事や活動に参加するべき

ものとする。会員が、ある例会に出席したものと

みなされるには、その例会時間の少なくとも60パ

ーセントに直接またはオンラインのつながりを

使って出席する（中略） 

(a)例会の前後14日間。例会の定例の時の前14 

日または後14日以内に、 

(1) 他のロータリークラブ、他のロータリー 

クラブの衛星クラブ、または仮クラブのいず 

れかの例会の少なくとも60パーセントに出 

席すること。または、 

(2)  ローターアクトクラブ、インターアクト 

クラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータ 

リー親睦活動、あるいは仮ローターアクトク 

ラブ、仮インターアクトクラブ、仮ロータリ 

ー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動の 

例会に出席すること。 

 

第 4 節 ― 終結 ― 欠席。［本節の規定への例外

は第 7条を参照のこと］ 

(a)出席率。会員は、 

(1)年度の各半期間において、メークアップを含  

むクラブ例会または衛星クラブ例会の出席率  

が少なくとも 50 パーセントに達しているか、

クラブのプロジェクトおよびその他の行事や

活動に少なくとも 12 時間参加していなければ

ならない。または、バランスの取れた割合でそ

の両方を満たしていなければならない。 

(2)年度の各半期間に、本クラブまたは衛星クラ 

ブの例会総数のうち少なくとも30パーセント 

に出席、またはクラブのプロジェクトおよびそ 

の他の行事や活動に参加しなければならない 

と定款に掲載されています。 

 

また、興味深い全国アンケート調査がありました

のでご紹介いたします。 

「クラブの課題：検討事項①」 

 1）会員の高齢化（52.9％） 

 2）会員の減少（52.8％） 

 3）会員候補者の不在（28.5％） 

 4）例会出席率の低下（26.3％） 

 5）会員間の意識違い（21.8％） 

 6）女性会員未入会（16.2％） 

 

「クラブ運営上の課題：検討事項②」 

 1）例会・委員会活動のマンネリ化（33.7％） 

 2）ネット対応不十分（31.2％） 

 3）会員に対する研修不足（31.2％） 

 4） Rotary公共ｲﾒｰｼﾞと認知度の低さ（28.5％） 

 5）クラブ戦略計画未着手（27.1％） 

 6）奉仕事業の開発難（21.8％） 

 7）前例主義の踏襲（15.6％） 

 

「調査所見の結論」 

◆ロータリーは成功に必要な強みを既に備えて  

会長の時間  
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いる。 

・多岐に亘る専門性で多様な観点。 

・指導性と専門性を活かし、地域社会のニーズに。 

・長期的な変化に必要な情熱と不屈の精神。 

・グローバルは規模で影響力。 

◆世界はロータリーに有利な方向に進んでいる。 

◆ロータリーは人びとが望んでいるものを提供

しようとしている。 

しかし、それらのことを伝えていない。 

 

皆さん、自らがロータリーを楽しみ、ロータリー

の素晴らしさを伝え、盛り上げましょう！！ 

 

 

 

 

会員増強委員会 

委 員 長 嶽盛 和三 

副委員長 城岡 陽志 

委   員 堀畑・山中・小西・平野・木畑・ 

泉谷・塩見・藤永・中川 

〇上半期活動報告 

（1）7月20日永富久紀様の入会式

を行う。（念願の新入会員をお迎え

する事が出来ました。） 

（2）8月17日会員増強フォーラム

開催。 

（3）10月12日夜間例会に変更し、18：30~例会  

場にて永富会員の歓迎会並びにファイヤーサイ

ドミーティング開催。 

下半期の活動になりますが、先週の事ですの

で、2月1日白木敦司様の入会式を行いました。 

（今年度すでに二人の新入会員をお迎えする事

が出来ました。皆様に感謝申し上げます。 

〇下半期活動計画 

（1）前年度3月30日に開催いたしました「拡大  

例会」を本年度4月12日（金）夜間例会に変更 

し、南海グリル東店3Fにて開催予定です。 

（2）1月25日卓話の素案に基づいて、2月8日例 

会終了後当会場にて委員会を実施致します。 

 

 

 

親睦活動委員会 

委 員 長 中田 学 

副委員長 綿谷伸一 

委  員 宇瀨・奥野・木畑・國井・小西・笹山・ 

塩見・城岡・田口・嶽盛・中川・那須・ 

平野・山中・米澤・白木 

〇上半期活動報告 

（1）平成30年7月28日（土）

第1804回例会を変更し、大阪マ

リオット都ホテルでビア・パーテ

ィーを開催。会員17名、準会

員・ファミリー会員2名、ご家族18名、ゲスト

6名、計43名の参加がありました。 

（2）平成30年10月12日（金）第1813回例会

を夜間例会に変更。「ファイヤーサイドミーティ

ング・永富久紀会員 歓迎会」を南海グリル天

兆閣別館4階で開催いたしました。 

（3）平成30年12月15日（土）忘年例会、クリ

スマス家族会をシェラトン都ホテル大阪（上本

町）で開催。会員21名、ファミリー会員1名、

ご家族30名、ゲスト3名、計55名の参加。 

（4）平成31年3月31日（日）春の日帰り家族旅

行で天橋立、奥伊根温泉油屋旅館での昼食を計

画しています。 

 

広報委員会 

委 員 長 米澤邦明 

副委員長 塩見 守 

委    員 池田・嶽盛・中川 

〇上半期活動報告 

（1）毎週の週報チェック 

（2）「ロータリーの友」紹介 

（3）今週の歌選定 

（4）ガバナー月信 クラブ活動報  

告のページへ記事投稿 

 

ホームページ委員会  

委 員 長  池田茂雄 

副委員長  藤永 誉 

委    員  笹山・塩見 

〇 上半期活動報告 

（1）ホームページを通して、当ク  

ラブ会員皆さまへの情報発信を 

すると同時に、広く一般の皆さ 

第 2回クラブアッセンブリー  
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まへ向けてロータリーの活動状況を知っていた 

だくべく活動しております。 

ホームページの役割は、当クラブの活動状況を 

記録として保存するための「電子データ保存用 

倉庫」としての役割が非常に大きいことであり 

ます。更には、堺北ロータリークラブの認知度 

の向上とイメージアップのためにも活動をつづ 

けております。 

（2）タイミングよく更新を行うことを心がけてお 

りますが、常時行っている更新は、次の５項目

であります。事務局サイドで更新していただい

ておりますので、委員会としては大変助かって

おります。 

① 毎週発行する週報の紹介 

② ブログ＆ニュース、その時々の活動報告など 

③ 例会出席、個人別の記録 

④ ニコニコ箱、個人別の記録  

⑤ 毎月の会計報告 

（3）当クラブホームページの内容は、大別して50 

項目ありますが、前項以外の項目については、

年度末及び年度始めにまとめて更新しておりま

す。そのほか、「子ども囲碁フェスタ関係」が別

途に有りますが、必要に応じて更新しておりま

す。 

（4）現在、毎日10数件のアクセスが続いており 

ます。嬉しいことでありますが、同時に掲載内 

容についても、より慎重にしなければいけない 

と認識しております。 

（5）ＨＰトップページ左側に「目次 ８項目」が  

あります。特に「クラブの紹介」を見て頂きま

すと、当クラブの生い立ちや活動状況などを詳

細に表示しております。会員増強にもお役立て

ください。 

会員の皆さま、どしどしＨＰにアクセスして下

さいますようお願いいたします。 

 

出席委員会 

委 員 長 塩見 守 

副委員長 中川 澄 

委    員 國井・宇瀨・田口 

〇上半期活動報告 

例会欠席者にメーキャップを勧め

るために、例会変更クラブの変更

表をメール・ファックスいたしま

した。 

〇下半期活動計画 

上半期の活動は継続して行います。 

一年間皆出席された方々を最終例会で発表・表彰

させていただきます。 

出席率向上月間の作り方、発信の仕方について委

員会を開催予定です。 

 

職業奉仕委員会 

委 員 長 那須宗弘 

副委員長 宇瀨治夫  

委    員 城岡・塩見 

〇上半期活動報告 

 年間4回位の委員会の記載も侭 

成らずの活動でしたが、下半期 

の活動計画がスムーズに達成で 

きる様活動の準備を勧めて行こ

うと反省しております。 

〇下半期活動計画 

親睦活動委員会と合同で旅行の日程に合わせて

会社訪問、見学を実施する。 

 実施段階にあたっては、親睦委員会との話し合 

いの場を設け、より良い活動を拡げていこうと 

思います。 

 

社会奉仕委員会 

委 員 長 藤永 誉 

副委員長 綿谷伸一 

委  員 三上・那須・奥野 

〇上半期活動報告 

（1）8/24 清心寮 溝川記子様に

「里親につい 

て」卓話していただきました。 

（2）8/25 祥雲寺さんにて清心寮  

夏合宿（児童5名参加） 

（3）9/21秋の交通安全（13名参加） 

（4）11/4仁徳天皇陵清掃活動（計20名） 

（5）11/10清心寮バーベキュー 

（児童17名 計34名） 

（6）1/6ガールスカウト新年会（7名） 

（7）ダメゼッタイ募金活動（毎月第3例会） 

 前年度繰越金168,302円に7月~1月まで 

60,633円＝228,935円 
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（8）各協賛金 67,000円 

〇下半期活動計画 

（1）3/10春の仁徳天皇陵清掃活動 

（2）4月春の交通安全 

（3）ダメゼッタイ募金活動（毎月第3例会） 

 

新世代委員会 

委 員 長 平野祥之 

副委員長 塩見 守 

委  員 池田・綿谷・中田 

〇上半期活動報告 

 12/16（日）岸和田市立浪切ホー

ルにて第1回Winter RYLAが行わ

れました。当クラブからは地区青 

少年ライラ副委員長の澤井会長が

参加されました。総勢176名が参 

加、ダンスで身体を動かすプログラムで大いに

盛り上がったようです。 

〇下半期活動計画 

 今年も第2640地区ライラセミナーがゴールデン  

ウイーク中に2泊3日で開催されます。今回は 

和歌山市立少年自然の家（和歌山市加太1907- 

2）です。地区より正式な案内が届きましたら、 

皆様にお知らせいたしますので、今年度もご協 

力のほどよろしくお願いいたします。 

 

国際奉仕委員会 

委 員 長 綿谷伸一 

副委員長 平野祥之 

委  員 嶽盛・泉谷・小西・宇瀨 

〇上半期活動報告 

（1）8/3スナーダイ・クマエ孤児 

院の絵画展訪問と協賛 

（2）9/7ノンケームRC礒部様の  

卓話 

（3）9/28地区国際奉仕委員長  

中野一郎様の卓話 

（4）10/25~ タイの友好クラブロータリアンの親 

睦奉仕 

（5）12/15ノンケームRC礒部様を招いてのクリ 

スマス例会 

〇下半期活動計画 

2/16よりクラブから7名でタイ国にて浄水器と  

透析器の贈呈式に参加の予定です。約330万円 

地区補助金とロータリー財団のグローバル補助

金を利用しています。 

 

ロータリー財団委員会 

委 員 長 山中喜八郎 

副委員長 堀畑好秀 

委  員 濵口・嶽盛・塩見 

〇上半期活動報告 

(1) 上半期においては上半期の会費

の中で年次基金寄付として11,000円、

秋にポリオ・プラス寄付として

11,000円集金をさせていただきまし  

た。ポリオ・プラスに関しまして 

は、ビルゲーツ財団より 2 倍の寄付を頂けます。

今回お一人11,000円（100ドル）で、合計33,000

円（300 ドル）がロータリー財団の収入になりま

す。 

（2）8月 ポールハリス・フェロー 藤永誉会員 

（3）10月28日の地区大会において 

【ポリオ・プラス寄付優秀クラブ】 

 ・一人当たり 67.74ドル （地区内第2位） 

【100％ロータリー財団寄付クラブ】(計22 ｸﾗﾌﾞ) 

【「毎年あなたも100ドルを」クラブ】(計19 ｸﾗﾌﾞ) 

【End Plio Now】(計3 ｸﾗﾌﾞ) 

 「歴史に1ページを刻もう」キャンペーン支援 

クラブ（1,500ドル以上寄付クラブ） 

 上記ロータリー財団関連4部門、クラブ表彰を 

受けました。 

〇下半期活動計画 

（1）下半期も会費の中に年次基金寄付として

11,000円ご協力いただいています。 

（2）ポリオサバイバーの実話を描いた映画『ブレ 

ス しあわせの呼吸』が昨年秋に日本で上映さ 

れ、残念ながら会員、会員家族で鑑賞する機会 

を設けるのは難しく叶いませんでしたが、DVD 

の発売を待ち、購入した際には是非鑑賞会を開 

きたく思っています。 

（3）ポリオへの認識を深め、「ポリオのない世界 

を実現する」という我々ロータリーの目標に少 

しでも近づけるよう努力します。 
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米山奨学委員会 

委 員 長 木畑 清  

副委員長 池田茂雄 

委  員 北側・米澤 

カウンセラー 米澤 

〇上半期活動報告 

（1）フォンさんの結婚のお祝いを 

しました。 

（2）米澤会員にカウンセラーで 

ご活躍いただきました。 

（3）フォンさんにベトナムの状況を卓話にてお話 

いただきました。 

〇下半期活動計画 

 次の2019年度米山奨学生は4月から受け入れ予

定ですが、地区より返事待ちです。 

 

Ｓ Ａ Ａ 

委 員 長 笹山悦夫 

副委員長 平野祥之 

〇上半期活動報告 

（1）楽しくスピーディーな議事進 

行に努めているが、まだ、雰囲気 

が固く、ぎこちなさが改善されて 

いない。 

（2）例会場の雰囲気作りとニコニ 

コ袋の紹介は､積極的に行われており、ニコニコ 

積立金も順調に推移してる。 

〇下半期活動計画 

上半期の課題と成果を踏まえ､積極的に活動計画  

を実行して行きたい。 

 

会 計 

委員長 塩見 守 

〇上半期活動報告  

（1）一般会計、ニコニコ会計、堺

北基金特別会計、記念行事特別会計、

囲碁フェスタ特別会計 

の５部門について、独立した会計処

理と預金管理を事務局と共に行う。 

（2）一般会計とニコニコ会計については、毎月の会

計報告を翌月中に当クラブホームページの 

「会員専用ページ」にアップして、各委員会ご 

との予算執行状況等を閲覧できるようにする。 

（3）財務状況について理事会等に適時報告し、   

クラブ活動を支える財政基盤の拡充に努める。 

（4）当クラブの預金並びに備品類についての保存

管理を事務局と共に責任を持って行う。 

上記の活動方針計画通りにおこなえました。 

〇下半期活動計画 

 継続して進めていきます。 

 

囲碁大会準備委員会 

委 員 長 宇瀨治夫 

副委員長 塩見・藤永・平野 

委    員 会員全員 

〇上半期活動方針 

「第8回子ども囲碁フェスタ・堺」 

平成30年11月3日（土）サンス  

クエア堺にて開催いたしました。 

開催に向けて、 

平成30年7月20日（金）第2回打ち合わせ

会議を行いました。 

平成30年9月28日（金）第3回打ち合わせ

会議を行いました。 

〇下半期活動計画 

 「第8回子ども囲碁フェスタ・堺」反省会・ア 

ンケート集計結果・決算報告を今月中に行う予 

定です。 

「第9回子ども囲碁フェスタ・堺」開催に向け   

て、第1回打ち合わせ会議を2019年4月に行う 

予定です。 

 

写真同好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 米澤  

〇上半期活動報告 

各イベントでの記録を行いまし 

た。 

〇下半期活動計画 

 親睦旅行時に撮った写真を最終例  

会時にコンテスト開催。 
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ゴルフ同好会 

代表世話人 塩見 守 

世 話 人 藤永・中田 

〇上半期活動報告 

（1）平成30年9月8日（土） 

第93回北輪会を開催いたしまし 

た。 

（2）平成30年10月10日（水）

2018-2019年度地区大会記念ゴル 

フ大会に参加いたしました。 

（3）平成31年1月12日（土）第94回北輪会を

開催いたしました。 

〇下半期活動計画 

（1）2019年4月11日（木） 

天野山カントリークラブにて 

第89回互輪会を開催いたします  

ので、案内を出させていただきました。 

（2）2019年4月23日（土）第95回北輪会を 

開催決定 

 

歩こう会 

代表世話人 中川 澄 

世 話 人 藤永・笹山・綿谷 

〇上半期活動報告 

１月に開催された環状線一周ウ 

ォークへの参加を呼び掛けた 

が、呼びかけが直前になったこ 

ともあってか参加が得られなか 

った。呼びかけの時期、方法等は今後の課題と 

したい。 

〇下半期活動計画 

（1）３月９日（土）の青山大会への参加募集中 

（2）３月２３日（土）のチャリティー歴史＆健康 

ウォーク（１０キロ程度）への参加募集中 

 

グルメの会 

代表世話人 木畑 清 

世 話 人 小西 

〇上半期活動報告 

活動がありませんでした。 

 

 

 

囲碁同好会 

代表世話人 池田茂雄 

世 話 人 宇瀨 

○上半期活動報告 

（1）囲碁同好会としては、現在の 

ところ活動しておりません。 

囲碁は知性と感性のゲームだと 

いわれております。ルールは非  

常に単純ですが、そこから派生する「石の形」に 

はとてもとても奥の深いものがあり、それが大き 

な魅力なのです。「子ども囲碁フェスタ」が当クラ 

ブ好例の行事として定着してきた中で、会員の皆 

さま、囲碁の魅力をもっともっと感じとっていた 

だければ嬉しいです。 

（２）「毎月第一日曜日 午後１時から５時まで・新 

金岡公民館三階会議室」において囲碁の集いとし 

て勉強会を行っております。これは、ロータリー 

としてではなく「池田」が個人として行っていう 

ものでありますが、よろしければご参加いただけ 

れば大歓迎です。 

特に、「３月・６月・９月・12月」の年４回は、  

30数名の参加者による囲碁大会を開催しており 

ますが、それ以外の月には囲碁勉強会を行って 

おりますので、ご希望の方、是非ご参加くださ 

い。 

関西棋院公認インストラクター 栗山 登先生に 

もご参加いただいております。 

 

伝統文化愛好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 奥野・木畑 

〇上半期活動報告 

 10月の文枝さんご出演へのお 

たび寄席には多数ご参加いただ 

きありがとうございました。 

〇下半期活動計画 

2/24おたび寄席に八方師匠が来演の予定です。 

13：00開場 13：30開演 木戸銭2,000円 
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国際奉仕委員会 

「タイ国 国際奉仕活動について」 

        国際奉仕委員長 綿谷 伸一 

 

いよいよ 16日よりタイ国へ、 

澤井会長、宇瀨会員、中田会員、

藤永会員、池永会員、平野会員、

私 綿谷の 7名で国際奉仕活動に行

ってまいります。今回で第9回と

なりました浄水器の寄贈に加え、今年は人工透析

器寄贈も行うことができました。 

今回、浄水器寄贈のプロジェクトには、2640地

区より和歌山、田辺、堺泉ヶ丘、堺東南、堺南、

堺清陵、堺北の7ＲＣが参加し、樫畑ガバナーはじ

め、約25名が参加します。現地での贈呈式(2/18) 

には、3350地区ガバナーのナカリン氏を始め歴代

PDG、ノンケームRCはじめ、地区内多くのロータ

リアンが集まり、盛大なセレモニーになりそうで

す。また後日、活動報告をさせていただきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

那須宗弘会員 すみません、今日早退です。 

城岡陽志会員 新年あけましておめでとうござい 

ます。 

中田 学会員 16年連続で皆出席をいただきまし 

た。これからもガンバリます。 

中川 澄会員 わが母校、富岡西高校が 21世紀枠 

で甲子園に出場します。仕事をさぼ 

って応援に行きます。 

嶽盛和三会員 会員増強委員会を本日例会終了後、 

例会場の隣で行います。委員の方宜 

しくお願い致します。 

塩見 守会員 本日のアッセンブリー、たびたび登 

場しますが、よろしくお願いします。 

藤永 誉会員 今月も罰金スタートです。城岡社長 

とはどうしても最終ホールまでも 

つれ込みます。 

笹山悦夫会員 花束ありがとうございました。家内 

大変喜んでいました。私の株も上が 

りました。 

平野祥之会員 タイでの国際奉仕活動、藤永さんも   

行かれるとお聞きし、さらにワクワ 

クしてきました。綿谷国際奉仕委員 

長、皆さん楽しみにしています。 

             合計 ２４，０００円 

 

◆米山奨学特別寄付・・・米澤邦明会員 

            嶽盛和三会員 

               

 

 

委員会報告 

 

時間 

 

ＳＡＡ報告 

 

時間 

 

今週の歌「 冬の星座 」 

 

 木枯らしとだえて さゆる空より 

地上に降りしく  奇（くす）しき光よ 

ものみないこえる しじまの中に 

きらめき揺れつつ 星座はめぐる 

「冬の星座」歌詞の訳はこちら↓ 

 

木枯らしがちょっとやんで 

寒さの厳しい星が冴える冬の夜空に 

光が地上一面に絶え間なく降り注ぐ 

不思議な光よ 

すべてのものが息を休め 

物音一つしない静寂のなかで 

きらきらと光り輝きながら 

星座は巡っている 

 

  ほんとうに美しい歌詞ですね 

  情景を思い浮かべながら歌ってください 

 

皆出席表彰  中田 学 会員（第16回） 

 


