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前回の例会 

2019年 3月 15日（金）第 1832回  

卓 話「宣教師の見た堺」 

卓話者 堺市 交通部交通政策課 

    井溪 明 様 

紹介者 堀畑 好秀 会員 

今週の歌  「R-O-T-A-R-Y」 

「堺北ＲＣの歌」 「なごり雪」 

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 

○皆出席表彰（３月度） 

  笹山悦夫会員（第６回）  

  

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 3月 22日第 1832号 

 

2019年 3月 22日（金）第 1833回  

卓 話 「 国際奉仕フォーラム 」 

卓話者  国際奉仕委員長 綿谷 伸一  

今週の歌 「それでこそロータリー」 

 「翼をください」 

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 

 

 

 

 

2018-19 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 

次回の例会 

 

時間 

 

 2019年 3月 31日（日）第 1834回  

[例会変更] 親睦家族旅行(奥伊根温泉) 

   8：00出発 瓦町公園集合 

＊3月 29日(金)の例会は上記に変更いたします 

今週の歌「 翼をください 」 

 

いま私の願いごとが 

かなうならば翼がほしい 

この背中に鳥のように 

白い翼つけてください 

この大空に翼をひろげ 

飛んで行きたいよ 

悲しみのない自由な空へ 

翼はためかせ 行きたい 

＜3月 15日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            19名 
欠席会員              11名 

  ゲスト             1名 
  ビジター            0名 
2月 22日(金)の出席率      96.67％ 
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「 宣教師の見た堺 」 

堺市 交通部交通政策課 

              井溪
いたに

 明 様 

紹介者：堀畑好秀会員 

 

１５４９年(天文１８)鹿児島に到

着したイエズス会宣教師フランシス

コ・ザビエルにより日本へのキリス

ト教の布教が始まります。その拠点

の一つとして堺にはザビエルをはじ

め多くの宣教師たちが入れ替わり立ち代わりやっ

てきました。彼らは当時の町の有力者で富豪でもあ

った日比屋了桂の援助を得て、布教活動を始めます。

その結果、徳川幕府によるキリスト禁教令までに、

全国で１５万人を超える信者が生まれました。但し、

布教の拠点であった堺は、仏教の力が強く、あまり

信者が生まれることがなかったことを宣教師は本

国への報告に記しています。 

布教はともかくとして、彼らの報告には堺について

のいろいろな事象が書き連ねられています。今回は

そのいくつかをご紹介します。 

・ベネチアのように執政官がいた。 

・町の三方を濠が囲んでいた。 

・町の入口には木戸があり夜になると閉められた。 

・町の外ではあちこちで戦があったが、彼らも町に

入ると平和的に振る舞っていた。 

などなど、当時の堺の町が置かれていた状況などが

判ります。 

 

キリスト教は、その宗教だけではなくキリスト教文

化ともいえる様々な事象も日本にもたらしました。 

・南蛮屏風 

・世界や都市の地図 

・西洋人物や風景などの絵画 

・文物：漆器・陶器など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 澤井 久和 

 

会員の皆様、こんにちは。 

本日は例会欠席しまして誠に申し

訳ありません。２ヶ月前から予定が

決まっておりまして休むこととなり

ました。そこで「会長の時間」の私の

言葉を文章にしてみました。たまに

は 滑舌の悪い会長の話、また変な話を聴かないと

いう事も大切かと思います。嫌でも来週会長の時間 

させていただきますのでよろしくお願い致します。 

堺市交通部交通政策課 井溪 明 様、本日は卓話

に来ていただきまして誠にありがとうございます。 

お話しを聞けないのが残念です。申し訳ありません。 

卓話よろしくお願い致します。 

本日の例会 点鐘、会長の時間を快く引き受けて

いただきました山中副会長ありがとうございます。 

感謝しております。ただ来週の会長の時間に差し支

えないように下手にお話しして下さいませ。 

最後に会員の皆様、お身体には十分に気をつけて下

さい！では 山中副会長 よろしくお願いします。 

 

       副会長 山中 喜八郎 

 

今日は、澤井会長さんがお休みで、

私が副会長ですので、代わりを努め

させて頂きます。宜しくお願い致し

ます。今年は少し体調を崩していま

したので、お休みが多くて、会にもご

迷惑をお掛けしております。申し訳

ございません。 

さて、澤井会長さんに、何か皆様に話させていた

だく事はありませんかと、お聞きしましたが、ない

様でしたので、私流に進めさせて頂きます。 

今期と言うか来期も、皆様方のお陰様で 8区のガバ

ナー補佐を務めさせて頂きます。申し上げました 8

区と言うのは、和歌山の串本から 1区として始まり

まして、2640地区の和歌山をずっと大阪を向きまし

て、堺が最終の 8 区になります。今月の 9 日（土）

も和歌山城の前、和歌山ダイワロイネットホテルで、

来期の会長にお集まり頂きまして、会長さんの勉強

会、「ＰＥＴＳ」を開催し、会長としての来期に向か

う心構えを勉強して頂きました。当クラブからも木

畑さんが会長エレクトとしてご参加頂きました。 

 私は地区へ何回も行きますので、かなり大変な扱

卓話の時間 会長の時間  
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いで大変恐縮します。その9日の日も、ＰＥＴＳの

後に懇談会がありましたが、私の席はメインテーブ

ルのパストガバナーの隣、来期のガバナー中野さん

向かい、隣は来々期のガバナー藤井さんでした。「え

えんかいな」と言う気持ちと、これが日頃からの「堺

北ＲＣ」の力やなとも思いました。 

思い上がりかもしれませんが、堺北の名は 2640 地

区のたくさんのクラブで、知って頂いている様に思

います。皆様の努力の賜物です。有難うございまし

た。会長の時間を終らせて頂きます。 

 

 

 

広報委員会 

「ロータリーの友 3月号 紹介」 

広報副委員長 塩見 守 

 

〔左開き〕 

Ｐ3 ＲＩ会長メッセージの中で、  

ローターアクターたちが、ロータ   

リーの理念を信じ、その思いを奉  

仕に込め、さらに楽しむことを忘  

れない青年たち、それがローター  

アクターです。ローターアクターたちは子どもた  

ちにポリオワクチンの接種を行っています。血液  

が危機的に不足しているところでは献血を行っ

ています。子どもたちが手を洗うための施設がな

かった学校には、手洗い場を造っています。つま

り、変革的な奉仕、地域社会に真の変化をもたら

すプロジェクトを実施しているのです。ロータリ

ーは強大な存在です。ローターアクトと力を合わ

せれば、まさにとどまるところを知りません。手

を取り合えば、世界中で、出会う全ての人のイン

スピレーションになる可能性があるのです。この

ようなメッセージを発信されています。 

Ｐ5 3月は水と衛生月間です・3月11～17日は世  

界ローターアクト週間ですと掲載されています。 

Ｐ6  ロータリーの誕生とその成長、日本のロータ  

リーの記事が載っています。 

Ｐ7～Ｐ13 「世界中に安全な水を」として、国連は  

3月22日を「世界水の日」と定め、水がとても大   

切であること、きれいで安全な水を使えるように  

することの重要性について、世界中の人々と一緒 

に考えるための日としています。ロータリーでも  

「水と衛生」は6つの重点分野の中の一つ。日本

の地区、ロータリークラブが、世界で、そして地

域で取り組む活動を紹介しています。 

Ｐ14～Ｐ17 会員増強・維持に挑むＲＡＣの記事で  

地方の過疎化、少子化、人口流出、ロータリーの  

プログラムであるローターアクトクラブの抱え

る問題は、今の若者を取り巻く環境そのもの。現

実と立ち向かいながら会員増強・維持に挑むロー

ターアクトクラブにその取り組みについて聞い

た記事が掲載されています。 

Ｐ18～Ｐ21 「成長の将来図」マーク・ダニエル・

マローニＲＩ会長エレクトが描くロータリーの

未来が載っています。 

Ｐ22～Ｐ27 ガバナーエレクト in 国際協議会が

2019年 1月 13～19日、アメリカ・カリフォルニ

ア州サンディエゴで開催され、参加したガバナー

エレクトから、一言感想をいただいた記事が掲載

されています。その中で、25 ページに第 2640 地

区 中野 均ガバナーエレクトは、世界各地に同

期のエレクトがいることを改めて実感した。他国

の多くのエレクトとの交流。言葉は通じなかった

が、アフリカのブースではエレクトと物々交換が

できた。この役職をいただいたことに感謝。と述

べられています。 

Ｐ28～Ｐ33 「心は共に」東日本大震災の記事が掲  

載されています。「釜石の奇跡」から飛躍する子ど

もたちを支えて、ラグビーの町・釜石の震災復興

支援事業、台湾から東北の復興を願い被災地を歴

訪、ケソンの思いを福島へ、「ロータリーどころで

はない」から会員増強表彰まで、という内容にな

っています。 

〔右開き〕 

Ｐ4～Ｐ7 広島大学名誉教授 安藤忠男様の記事、

地球の明日を考える、水のＳＤＧｓと題して、私

たち人類は多種多様な問題を抱えています。今ま

で私たちはこれらの問題の解決に努力してきま

したが、問題をほとんど解決できなかったばかり

でなく、新たな問題も抱えるに至っています。そ

の主な理由は、問題が相互に複雑に絡み合ってい

るとともに、すべての人が問題に関わっているか

らなのです。従って人類の課題を解決するために

は、問題全体を一つのシステムと考え、人類全体

で問題の解決に努力しないと真の解決に至らな

いのです。このように述べられ、人類の課題、解

決への2本の道、成長に限界はあるか、人類の長

期ビジョンＳＤＧｓ、自立型家づくりでビオトー

プが実現、という内容になっています。 

Ｐ9～Ｐ12 「クラブを訪ねて」第 2710地区（広島  

県）西条ロータリークラブの紹介で、日本中を酔

わせてきた町、西条の未来図描く「ええ男」、美酒

傾ける酒豪たち「盃は俺の命じゃ！」、勇者、島左

近の子孫もあれば 100 円ショップ「怪鳥」あり、

委員会報告 

 

時間 
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水浸しになったゴルフ場再建、社長は重機、料理

長はダンプ、といった記事となっています。 

Ｐ13～Ｐ17 「友愛の広場」南三陸町の子どもに心  

を寄せて、ロータリーという希望、国際奉仕のシ  

ーンは足元にもある、米山梅吉記念館敷地にシェ

ルドン顕彰碑移設、元交換学生の結婚を例会でお

祝い、初の合同家族会、大成功！猪苗代湖に集ま

れ！絶景下の奉仕活動の記事が掲載されていま

す。 

Ｐ20 柳壇に「いい夕日最後の旅はビジネスで」大  

阪・堺 大澤徳平様の詩が解説付きで紹介されて  

います。 

Ｐ22～Ｐ30 ロータリーアットワークで被災した

南相馬市の島崎海浜公園を清掃の記事を先頭に

たくさんの活動報告が掲載されています。 

以上で、ロータリーの友 3月号の紹介とさせていた

だきます。 

 

社会奉仕委員会 

「児童養護施設 清心寮の子ども達と 

     出羽海部屋朝稽古見学会報告」 

           社会奉仕委員長 藤永 誉 

                       

雨上がりの祥雲寺。凍てつくよ

うな朝。ガラガラと戸を開けると 

気合いの入った掛け声が響き渡る

稽古場。早朝から力士たちは、ハ

ァハァと息を荒げながら、パチン

というぶつかり稽古がすでに始ま

っていました。 

出羽の海部屋の春場所は 6日目、ピリピリとした空

気が稽古場内に張りつめている。親方に一礼し、稽

古を見学させてもらいました。子どもたちも息を潜

めて初めて目の前で見たお相撲さんに目が皿のよ

うに。稽古場を出て子どもたちに聞いてみると、「テ

レビでしか見たことがなかったのですごい迫力や

った」と感想を言っていました。 

隣の部屋では、ちゃんこ鍋が準備されていて、すぐ

に席について食べ始めました。でっかい鍋とその鍋

を埋め尽くす具たち、今回は、カレー味でした。 

那須会員、中田会員、綿谷会員、そしてこの僕もそ

の誘惑に勝てず一杯いただきました。子どもたちは、

舌鼓。おかわりラッシュで鍋 4～5 杯とご飯に豚カ

ツ、塩辛、たくわんガッツリいただきました。 

親方に「ご馳走さまでした」とお礼を言って、満足

そうに手を振って帰っていきました。 

出羽海親方、力士の皆さま、那須会員いつもありが

とうございます。 

社会奉仕委員会 

「第８回 ＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」 

           社会奉仕委員長 藤永 誉 

 

3月度の「ダメ ゼッタイ」募金を行いました。 

募金金額は、８，４７４円でした。  

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

 

堀畑好秀会員 井溪様に卓話「宣教師の見た堺」を

お願いしています。楽しみに皆様御

清聴下さい。 

宇瀨治夫会員 藤永会員、綿谷会員、中田会員、先

日の堺南ＲＣ例会出席頂き、誠にあ

りがとうございました。ホッとしま

した。 

嶽盛和三会員 井溪様卓話宜しくお願い致します。    

4月12日拡大例会、ご出席お願い致 

します。来週の例会で、お連れする 

方の名簿提出宜しくお願い致しま 

す。 

藤永 誉会員 井溪様、本日の卓話楽しみにしてい

ます。 

             合計１１，０００円 

 

  

 

（1）本日の配布物  

・週報 ・本日 卓話レジメ ・ロータリーの友 

・クラブ紹介パンフレット 

  ・写真同好会からのご案内 

  ・拡大例会 お客様お誘い用の角 2封筒 

（2）クラブ紹介パンフレットについて 

本日皆様に配布しておりますクラブ紹介パン

フレットですが、拡大例会へお誘い用にと、藤永

会員が作成してくださいました。 

デザインも内容も素晴らしく、是非お目通しくだ

さい。 

ＳＡＡ報告 

幹 事 報 告 

時間 

 

皆出席表彰 笹山悦夫会員（6回目） 


