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前回の例会 

2019年 2月 1日（金）第 1826回 

卓 話「大阪で唯一の 

過疎指定を受けた村の話」 

卓話者 千早赤阪村 村長 松本昌親様 

紹介者 米澤邦明会員 

今週の歌  「君が代」」「奉仕の理想」  

       「バースデイソング」 

お客様紹介・出席報告・ 

入会式 白木 敦司 氏 

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(２月度)  

山中喜八郎会員(7日)永富久紀会員(11日) 

藤永誉会員(14日) 池永隆昭会員(14日) 

辰 正博会員(23日)池田茂雄会員(26日) 

笹山 恭子様(2日)  

〇結婚記念祝い（２月度）  

なし 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 2月 8日第 1826号 

 

   

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）  

 

 

 

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 1日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            29名 
出席会員            19名 
欠席会員              11名 

  ゲスト            2名 
  ビジター           0名 

1月 10日(木)の出席率     ―100％ 

 2019年 2月 15日（金）第 1828回  

卓 話  「 未 定 」 

卓話者 中川 澄 会員 
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「 入会のご挨拶 」 

白木 敦司 会員 

 

堺北ロータリークラブの皆様

この度入会させて頂く事になり

まして誠に有難うございます。 

 一言ご挨拶申し上げます。 

父の代より引き継ぎました司法

書士事務所も微力ながらも軌道

に乗せ早八年が過ぎました。これもひとえに白木

事務所にご縁頂いた方々のお蔭と心より感謝申

し上げております。政治、経済、世界情勢が目ま

ぐるしく変わって行くこの時代に、自分に何が出

来るか日々精進です。 

 さて、父が２０年近く在籍させて頂いた当クラ

ブの皆様に、改めてお礼申し上げます。仕事を抜

けて金曜日のロータリーに出掛ける嬉しそうな

後姿に満ち足りた時間を過ごさせて頂いたのだ

ろうと晩年の姿を記憶しております。 

 まだまだ若輩者の私ですが、どうぞ末永くご指

導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。最後

になりましたが、本日は入会式を開いて頂きまし

て厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大阪で唯一の過疎指定を受けた村の話」 

千早赤阪村 村長 松本昌親様 

紹介者：米澤邦明会員 

  

 千早赤阪村村長の松本です。 

大阪府に村は現在千早赤阪村 唯

1つ、町が９、市が３２あります。 

私たちの村は人口が 5,500人、府

下で 1番人口が少ない村です。全

国には町村が 928あり、2015年の

記録では人口 5,750人、順位は 642番。1番少ない

人口の村は928番、青ケ島村で167人です。近畿で

は921番北山村(和歌山県)飛び地の村ですが461人、

920 番の野迫川村(奈良県)が 483 人です。4 年前の

記録ですが、増えることがありません。当村でも250

人減っているのですから、900 番以下は増えるはず

がありません。 

村は堺からほぼ 20 キロ東 1 帯に広がっており、

東に見える 1 番高い山 金剛山の西側斜面です。面

積の80%が山林です。昭和 60年と比較すると、杉は

10分の1、檜は3分の1の価格になりました。 

木材の売り上げ当時は30億円、6,000人程度の村で

は大きな売り上げで、山持ち＝金持ち、ベンツが走

っていた村でしたが、現在は軽トラが主力の村とな

っています。当時奈良で朱雀門が建設されましたが、

ほぼ60%が村内産の檜材でした。 

最近木材を使わなくなった理由として、一般に輸入

材が原因と言われていますが、使用量の減少、大工

の減少が原因です。単価が下がったのは山から製材

所までの価格で、川下流域製材所から皆さんの住宅

建設は下がっていません。 

今、村は金剛山を中心とした観光業に力を入れて

います。金剛山錬成会があり、回数登山を行ってい

て、1日 2,000人以上の人が上っています。回数記

録では現在 15,000回超えが 1人(41年毎日登山)、

10,000回超え(27年毎日)、3,000回、5,000回は掃

いて捨てるほどいらっしゃいます。2,000 回超えあ

たりの人で 70 才越えの人たちは、ある日突然姿を

見なくなる人が多いです。 

金剛登山でピンコロ、本人にとっても家族にとって

もベストです。ぜひ 60 才を越えたら金剛登山をお

勧めします。 

次に財政についてですが、 

29年度 歳入、4,020億円、 

地方税1,340億円(33%)、交付税300億円(7.5%)、 

国府支出金 1,120 億円(29.6%)、地方債 500 億円

(13%) 

積立金432億円（住民1人当たり5万1千円） 

借入金4,284億円（住民 1人当たり51万円） 

千早赤阪村 

歳入37億円、村税5億 3千万円(14.4％)、 

地方交付税13億9千万円(37.4％)、 

国府支出金 4 億 3 千万円(11.6%)、地方債 3 億円

(8.2%) 

積立金22億1千万円、住民1人当たり41万3千円） 

借入金32億4千万円、住民1人当たりにして60万

4千円の借入金が有る事となります。 

内、臨時財政対策債、16億5千万円(51%) 

卓 話  

入 会 式  
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過疎債、7億2千万円(22%) 

村はＨ１７年、富田林との合併を模索しましたが、

議会で承認が得られず破綻。 

又、Ｈ１９年、河内長野市との合併も破綻し、現在

に至っております。 

現在、赤字を解消すべく、職員を120人から80人に

減らし、小学校4校→2校すべて耐震済み 

中学校耐震済み。 

大阪の現状は、道路網が非常に悪い。例としまし

て新御堂筋等は、高速道路に直結していないので、

アセンブリー企業はダイハツ、ヤンマー、ダイキン

銀行、優良企業は次から次へと大阪から出てゆく。 

村の将来 

今の大阪は市内、北がメイン、IR、万博、大和川以

南、阪和道の東は大阪ではない状況、2025年以降IR

が完成以後しか見向きもしてくれない。 

道路、309 号線は昨年村の入り口まで完成、あとは

H32年以降に計画をする 15～6年先になる。 

金剛山トンネル、富田林 5 条線 200 億円(奈良県は

金剛山麓まで 4 車線道路を完成)京奈和道路だけが

村の頼り。 

合併の話がある村は、堺と飛び地合併を望んでいる。 

 

 

 

 

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。 

お客様の千早赤阪村 村長の松本様 

本日はご来会 ありがとうございま

す。 

本日の卓話よろしくお願いします。 

今日は白木様の御入会です。 

白木会員 御入会 おめでとうございます！ 

堺北ロータリークラブと言う楽園にようこそ！待

ってましたよ！ 

白木さんと言えば、私が堺北ロータリークラブに入

会して 二カ月後に白木会員のお父様が会長だった

んです。いろいろ気を使っていただきました。凄く

真面目で優しい人と覚えています。それから白木お

父様とお母様と他 堺北ロータリーメンバーでロス

アンゼルスに世界大会にも一緒に行って参りまし

た。 

白木会員も これからいろいろな経験、体験をして 

いただき、素晴らしい思い出も作っていただきたい

と願います。 

 私は何も取り得もなく、御指導などと言う事は出

来ませんし、知識もありません。  

ただ一つ長けている事があります。白木お父様と同

じくらいロータリーを楽しむことができるという

ことです。 

今日からの 白木会員のご活躍を期待しております。 

本当に本日は御入会 おめでとうございます。 

白木会員にとって、堺北ロータリークラブが楽園に

なりますように！ 

 

 

 

 

４０周年記念事業実行委員会 

４０周年記念事業 打合せ会議のご案内 

40周年記念事業実行委員長 山中喜八郎 

 

2020～21年度は40周年記念事業

を控えており、第 1回打合せ会議を

そろそろ行いたく存じます。ご多用

のところ大変恐れ入りますが、委員

会の皆様ご出席下さいますようお願

い申し上げます。 

          記 

日時：2019年2月22日(金) 18時30分～ 

場所：すし亭 幹 

委員：堀畑・池田・國井・宇瀨・北側・城岡・

奥野・中田・坂田・米澤・綿谷・藤永・

池永・塩見・山中 （敬称略） 

 

 

社会奉仕委員会 

｢仁徳天皇陵｣清掃奉仕のご案内 

           社会奉仕委員長 藤永 誉 

 

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３1年３月１０日（日）午前９：３０～  

集合場所 仁徳天皇陵正面拝所前 （駐車場） 

委員会報告 

 

時間 

 

会長の時間  
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集合時間 午前 ９：１５ 

※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（藤永）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３月１７日

（日）となります。 

※当日はメ－キャップ扱いと致します。 

※清掃後の昼食の参加・不参加もお知らせくだ 

さい。 

※参加者名簿提出の為、2月21日（木）までに 

事務局までご回答ください。 

 

 

親睦活動委員会 

例会場変更 及び「親睦家族旅行」のご案内 

親睦活動委員長 中田 学 

 

この度 2018-2019年度の親睦日帰

り家族旅行を下記のとおり企画開催

させていただく運びとなりました。 

サロンバスで京都府伊根町 奥伊

根温泉（油屋旅館）で温泉に入って

今季最後のカニをご賞味いただき、

伊根町舟屋を遊覧船でまわっていただくプランを

用意いたしました。皆様、お誘いあわせの上ご参加

いただきますようお願いいたします。 

           記 

日時 平成31年3月 31日（日） 

旅行先 京都府 奥伊根温泉（カニ三昧の昼食） 

集合 3月31日（日）午前 8：00（出発） 

  瓦町公園（高速降り場） 

会費 会員・ファミリー会員 12,000円 

 会員家族       10,000円 

 小学生以下      無料 

締切 平成31年3月 15日（金） 

※尚、3月29日（金）の例会はこちらの「親睦家族  

旅行」へ例会変更させていただきます。 

 

 

 

 

澤井久和会員 白木様ご入会おめでとうございま 

す。 

松本様、本日卓話よろしくお願い 

いたします。 

池田茂雄会員 白木敦司様、ご入会おめでとうござ 

います。お父様には大変お世話にな 

りました。 

池田茂雄会員 83回目の誕生日を迎えました。 

これからも頑張ります。 

國井 豊会員 白木様、ご入会おめでとうございま 

す。今日からは仲間ですネ。頑張っ 

て下さい。又、松本村長様、遠いと 

ころご苦労様です。 

山中喜八郎会員 白木さんご入会おめでとうござ 

います。久しぶりに堺北ＲＣの例会 

で白木さんと言う名前を呼ばせて 

いただき、嬉しく思います。 

北側一雄会員 白木さん、堺北ロータリーにようこ 

そ。「歓迎のうた」を東京で歌ってい 

ます。 

中田 学会員 白木さん入会お目出とうございま 

す。今日からは仲間です。 

奥野圭作会員 白木さん、ご入会おめでとうござい  

ます。お待ちしておりました。末永 

くよろしくお願い申し上げます。 

米澤邦明会員 白木さん、やっと入会してくれまし 

たね。天国のお父さんも喜んでいる 

事でしょう。 

米澤邦明会員 松本村長、今日は遠い所ありがとう 

ございます。卓話よろしくお願いし 

ます。 

綿谷伸一会員 白木会員、入会おめでとうございま 

す。一緒にロータリーライフ楽しみ 

ましょう。 

嶽盛和三会員 白木様ご入会おめでとうございま 

す。ご一緒によろしくお願い申し上 

げます。増強委員会一同歓迎申し上 

げます。 

塩見 守会員 松本様、本日の卓話楽しみにしてお 

ります。 

白木会員これからよろしくお願い 

します。 

藤永 誉会員 白木さんご入会おめでとうござい 

ます。何卒よろしくお願い申し上げ 

ます。只今 3ホール目、バーディー 

チャンスです。 

永富久紀会員 白木さん入会おめでとうございま 

す。一緒に頑張りましょう。 

             合計 ３８，０００円 

 

ＳＡＡ報告 

 

時間 
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第８回定例理事会 

理事会構成メンバー 

 澤井、木畑、山中、坂田、笹山、塩見、中田、 

那須、藤永、綿谷、辰、小西、平野、池永 

（会計監事 池田） 

日 時  ２０１９年２月１日（金）例会後 

場 所 「南海グリル天兆閣別館ローズ」 会議室 

議 案   

１．1月度堺９RC連絡会について － 承認 

２．2019学年度米山奨学生の世話クラブとカウンセ 

ラー引き受けについて － 引受に決定 

３．青少年交換夏期短期派遣学生の募集について                                  

－ しない 

４．40周年準備委員会構成員について（山中副会長） 

 山中副会長提案 

 40周年事業準備委員会構成員 

 40年度 会長 山中会員、幹事 塩見会員 

 堀畑会員、池田会員、國井会員、宇瀬会員、 

北側会員、城岡会員、奥野会員、中田会員、 

坂田会員、米澤会員、藤永会員、綿谷会員、 

池永会員 － 承認 

５．その他 

（1）タイノンケームRC及びロイエッツRＣとの友 

好クラブ締結継続 － 承認 

（2）春の親睦旅行  

日程Ｈ31.3.31（日） 山陰方面バス日帰り      

－ 承認 

（3）Ｈ32の9RC新春合同御例会 堺北クラブ担当  

準備については、次年度にて準備委員会を設置 

する 

日程はＨ32.1.9（木）決定 － 承認 

 

 

１月度９ＲＣ連絡会議事録 

日時：平成31 年1月21 日（月）14：30～ 

場所：アゴーラリージェンシー堺 3F 

議案 

１. 互輪会開催の件（堺東RC）  

 ホストクラブである堺東ロータリークラブ芝山

幹事より、第 89回互輪会が、4月 11日(木曜日) 

西北コースで開催されるとの案内があった。申し

込み締め切りは、2月末日。(詳細は案内レターを

ご参照ください。) 

2. 新春合同例会無事終了のお礼の件（堺東 RC）  

 ホストクラブである堺東ロータリークラブ吉村

会長より、1月10日の新春合同例会出席御礼があ

った。(収支報告は別途集計中) 

3. 堺南RC例会開催予定日の件。（堺南 RC） 

堺南ロータリークラブ物種会長より、例会が平成   

31年1月より、毎週開催から月 2回開催に変更と 

なった旨の報告があった。 

(31年6月までの開催予定日は、別紙のとおり。) 

4. アートグランプリ表彰式出席報告 

堺北ロータリークラブ澤井会長より、平成 31年1 

月13日堺9RC協賛のアートグランプリ表彰式へ 

の出席報告がなされた。 

次回連絡会は、 

開催日時 平成31年 2月12日（火）14：30～ 

 場所   堺商工会議所 ３F  

 ホスト  堺東ロータリークラブ  

 

堺南RC通常例会予定（１月～６月） 

１月： ７日 ２１日  ２月： ４日 １８日 

３月：１１日 ２５日  ４月： ８日 ２２日 

５月：１３日 ２７日  ６月： ３日 １７日 

通常例会 曜日・時間・場所 

  月曜日 １２：３０～１３：３０ 

ホテル・アゴーラリージェンシー堺 ２６F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 

 

米山奨学金支給  
ドゥアン ティ フォン様 

 

白木会員 ようこそ堺北ＲＣへ 
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平和と紛争予防／紛争解決月間に因んで 

地区国際奉仕委員長 中野 一郎様    

  ロータリーは世界理解と親善を推進する為に

様々な活動を展開しております。２月は特にこのよ

うな活動を強調する月間となっております。  

当月は以前「世界理解月間」と称されこの月間中ク

ラブは世界平和を強調するプログラムや活動を実

施するよう求められ、私共の地区国際奉 仕委員会

にもクラブ卓話の依頼が集中した月間でありまし

た。 

２月２３日は「世界理解と平和の日」として祝され

この日、各クラブはロータリーによる世界理解、親

睦、平和への献身を改めて認識し強調すべき日とさ

れております。  

  現在は特別月間の変更に伴い６重点分野の 1 つ

である「平和と紛争予防/紛争解決月間」となり我々

日本のロータリアンがこの分野で理解を進めるに

は範囲が広く難しい様に感じる次第です。  

  ロータリーの戦略計画は３つの優先事項によっ

て導かれておりますがその１つである「人道的奉仕

の重点化と増加」は近年特にクラブに求められてい

るものであり、6重点分野（平和と紛 争予防/紛争解

決、疾病予防と治療、水と衛生、母子の健康、基本

的教育と識字率向上、経済と地域社会の発展）に焦

点を当てたプロジェクトの実施が期待されており、

特別月間も変更されました。  

  また、6 重点分野に沿ったプロジェクトにはロー

タリー財団のグローバル補助金を活用することが

可能ですので地区財団委員会もしくは国 際奉仕委

員会に是非ともご相談ください。  

  紛争や迫害によって住むところを失った人々は

現在何百万人もおり、紛争被害者の90％が一般市民

で、その半数が子供と言われております。 世界で18

歳未満の子供の約 30 万人が少年兵として紛争に巻

き込まれているとも聞きます。 勉強の為のペンを

持つより先に銃の使い方を学ぶ子供たちも多数い

るわけです。  

  現在ロータリーでは、貧困、民族対立、不平等、

教育の欠如といった、争いの温床となる問題への取

り組みのほかに紛争を抑止、仲裁するためのスキル

研修や難民支援などの様々な平和活動にも積極的

に取り組んでおります。  

  具体的には紛争予防と仲裁に関する将来のリー

ダーシップを担う若者を対象とした研修の実施、又

この分野における仕事に従事することを目指す専

門職業人育成の奨学金支援などで当月は この活動

を強調する月間でもあります。  

  クラブ、地区においては地区内にて 6 重点分 野

に関する研修と教育の実践を目指す若者を推薦し

奨学生として世界各地の大学へと送り出すことが

可能です。  

  ロータリー平和センターへの留学で修士号や 専

門能力開発終了証を取得し将来は国連やその他の

国際機関に就職し平和構築の為に働く専門職業人

育成の為の平和フェローやグローバル奨学生の候

補者を地域社会で募集し是非推薦いただきたくお

願い申し上げます。  

  当地区内においての平和フェローは未だ0で、グ

ローバル奨学生の応募においては、2017～ 2018年

度 3 名がロータリー財団にて承認されております。  

  残念ながら 2018～2019 年度の応募は、0 と初田

地区財団委員長から伺っております。 奨学生につ

いてのお問い合わせは地区財団委員会までお願い

いたします。  

  また、地区ホームページには補助金ハンドブッ 

クがアップされておりその中にも募集要項が記載

されておりますので活用頂けるようにお願いいた

します。  

  「紛争予防/紛争解決」のプロジェクトは地域社会

においての社会奉仕活動において各クラブでも取

り組みが可能ではないかと思います。  

 例えば、小中学校におけるいじめ防止プロジェク

ト、青少年の思いやりの心を育てる情操教 育プロ

グラムなどが考えられるのではないでしょうか。  

 ロータリーの平和に向けた取り組みをあらためて

認識すると共に、皆様のクラブの活動がさらに広が

る月間になるよう 祈念申し上げます。                   

（ガバナー月信 2 月号より抜粋） 

 

今週の歌「 旅人よ 」 

 

風にふるえる  緑の草原 

たどる瞳かがやく 若き旅人よ 

お聞き はるかな  風に鐘がなる 

遠いふるさとにいる 母の歌に似て 

やがて 冬が冷たい 雪を運ぶだろう 

君の若い足跡 胸に燃える恋も 埋めて 

草は枯れても 命果てるまで 

君よ 夢を心に 若き旅人よ 


