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前回の例会 

2019年 5月 31日（金）第 1841回 

「第 4回クラブアッセンブリー」 

各委員会委員長 

今週の歌 「それでこそロータリー」 

「あの素晴らしい愛をもう一度」 

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 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 6月 7日第 1841号 

 

2019年 6月 7日（金）第 1842回 

「 会 長 退 任 挨 拶 」 

会長 澤井 久和 

今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」 

「バースデーソング」 

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（６月度）   

   笹山悦夫会員(5 日)   

泉谷順子様(9日) 

 〇結婚記念祝い（６月度） 

  木畑 清会員(1日) 辰 正博会員(3日)   

坂田兼則会員(4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：塩見 守 

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 

 

＜5月 31日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            17名 
欠席会員              13名 

  ゲスト             0名 
  ビジター            1名 
5月 10日(金)の出席率     93.33％ 

2019年 6月 15日(土)第 1843回 

【例会変更】 

「 2018-2019年度 最終例会 」  

於：南海グリル 東店３Ｆ  

受付 17：00～ 点鐘 17：30～ ＊2019 年 6 月 21 日（金） 

＊2019 年 6 月 28 日（金） 休会となります 
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会長 澤井 久和 

 

こんにちは。 

今年度の例会もあと数回となって  

まいりました。ほんとに一年あっと

いう間でした。本日は今年度最後の

アッセンブリーです。会員の皆様に

はいろいろ活動されましたこと、ありがとうござい

ます。後ほど皆様にはご報告聞かせていただきます。 

直近では神奈川県川崎市で最悪な殺傷事件があ

り、深い悲しみと怒りでいっぱいです。19人の方々

が被害に遭い、またお二人の方が亡くなられるとい

う最悪の事件です。亡くなられた方には、ご冥福を

お祈りいたします。被害を受けて怪我をされた方々

には、一日も早い回復をお祈り申し上げます。心身

共にです。ニュースを聞きますと背後から来たとい

うことで、避けられないというか、気付くことが出

来ない状態でした。 

ここで少しでも会員の皆様に、いつも気をつけて

いただきたいのです。その為には何をするかです。

幾つかありますので少しアドバイスをさせていた

だきます。頭の片隅、また身体の一部に記憶させて

おいて下さい。 

1つ目は いつも何かあるかもしれない 

2つ目は なるべくは背中には壁 

3つ目は 基本の護身術 

 

冷静さを保つ 

 

以上のことを覚えて、日常を安全に。 

快適に生活、仕事に頑張っていきたいと思います。

また最後にロータリーを楽しみましょう。 

 

 

 

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 

〇活動報告 

（1）7月20日  

永富久紀様の入会式。 

（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～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。 

（4）1月25日 拡大例会に向けて卓話。 

（5）2月1日 白木敦司様の入会式。 

（6）2月8日 会員増強委員会開催 

（7）4月12日 18：30～ 「ロータリーデー・拡 

大例会」を開催。12名のお客様と会員25名、

名誉会員1名、前米山奨学生に出席いただい

た。 

（8）5月23日 白木会員歓迎会開催。 

 

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）を開催し 

ました。会員9名、ファミリー会員2名、ご家 

族6名、ゲスト2名 計19名の参加。 

（5）令和元年6月15日（土） 最終例会（南海 

グリル東店）開催。 

第 4回クラブアッセンブリー 

会長の時間 
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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 

 10月号：「災害に負けないで」 西日本豪雨災害 

支援  

1月号：「米山奨学生フォンさん 結婚おめでと 

う」 

6月号：「ロータリーデー・拡大例会」開催 

 

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 活動報告 

(1) 堺北ロータリークラブの更なる 

イメージアップと当クラブに対す 

る認知度の向上を目指しながら、 

各種の情報を発信してまいりまし 

た。 

(2) ホームページを通して発信した各種の情報は、 

ホームページ上に記録として備蓄されます。そ 

のため、後日のために役立つ有益な資料となる 

よう心がけながら掲載内容の充実に努めてまい 

りました。 

(3) ホームページを通して、当クラブ会員皆さまへ 

は、特に会員の個人情報である会員専用ページ 

を含めて各種の情報を発信してまいりました。 

また、広く一般の皆さまへ向けては、ロータリ 

ーの諸活動を理解していただくべく各種の情報 

を発信してまいりました。 

(4) タイミングよく更新を行うべく、次の項目につ 

いては常時更新してまいりました。 

特に「クラブ週報」につきましては、翌週には 

アップし、誰でもがアクセス出来る状態となっ 

ております。当クラブの大きな特徴でございま 

す。 

① クラブ週報の紹介・毎週発行週報 

② ブログ＆ニュース・その時々の活動報告など 

③ 会員専用ページ 

・ 例会出席・個人別の記録 

・ ニコニコ箱・個人別の記録 

・ 毎月の会計報告 

(5) 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、 

前年度末から今年度初めの８月末にかけて更新 

いたしました。 

(6)「子ども囲碁フェスタ」は別途のホームページ 

となっておりますが、行事の詳細なお知らせ 

や、メールによる参加申込みの受付、それに行 

事終了後、ホームページ上で写真入りの詳細な 

報告をいたしました。 

(7) 現在、毎日10～20件のアクセスが続いており 

嬉しいことであります。そのため掲載内容につ 

きましては、クレームなどのトラブルが発生し 

ないよう慎重に対応すべく努めてまいりまし 

た。 

(8) トップページ左側上に、下記の通りの「目次  

８項目」が表示されております。 

各項目には、当クラブの活動状況など詳細な情 

報がびっしり備蓄されておりますので、会員増 

強についても役立てて頂きたいことと、会員の 

皆さまにもどしどしアクセスしてご覧頂くよう 

お願いしてまいりました。 

  ① 会長挨拶 

  ② クラブ週報の紹介 

  ③ ブログ＆ニュース 

  ④ 例会プログラム等行事予定 

  ⑤ クラブの紹介 

  ⑥ ロータリークラブとは 

  ⑦ 会員専用ページ 

  ⑧ リンク 

 

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 

〇活動報告 

 出席率向上月間の作り方、発信の 

仕方についての委員会を開催する 

ことができませんでしたが、その 

他の活動計画については行えまし 
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た。現在最終例会での発表・表彰の準備を行っ 

ています。 

 

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 

〇活動報告 

会員皆様の従事している職業に 

おいての奉仕ができるのかと言 

う活動方針をたて、具体的に検 

討をし、皆様のご指導を仰ぎな 

がら探り探り進めてまいりました。 

上半期の活動もままならぬまま下半期の活動計 

画を立てスムーズに達成できる様相談しながら 

進めてきましたが、準備不足もあり当初の活動 

方針を全うできなかった事、反省しておりま 

す。一年間の反省を踏まえ来年度に活かしま 

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 

〇活動報告 

上半期 

（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） 

7月～12月まで52,333円 

（8）上半期各協賛金  

 

下半期 

（1）1/6 ガールスカウト新年会参加  

熊野会館 

（2）3/10 仁徳清掃  

（3）3/16 清心寮 出羽の海部屋 朝稽古 

（4）5/10 春の交通安全  

（5）下半期の協賛金 

・開口神社「さつきまつり」 

・ユースサッカー協賛金  

・紙飛行機協賛金（6月） 

（6）ダメ・ゼッタイ募金  

1月～5月まで48,195円 

  (今年度7月～5月募金合計 100,528円) 

ご協力ありがとうございました。 

（7）愛媛県西予市野村町へ（募金箱分） 

40,000円 ご協力ありがとうございました。 

 

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 

〇活動報告 

（1）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。 

（2）5/3～5/5 2泊3日で和歌山市立青少年国際交 

流センターにおいて、第37回RYLA研修セミナ 

ーが行われました。当クラブからは澤井会長、 

塩見副委員長が参加されました。 

また5/24（金）例会にRYLA研修セミナー参加 

者の村上雄哉様がご来会くださり、修了証の授 

与式を行い、ご報告をいただきました。 

 

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 

〇活動報告 

上半期 

（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 
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下半期 

（6）２/1８タイ王国にて 堺北クラブから７名  

地区からも樫畑ガバナーをはじめ総勢２５名の 

ロータリアンが参加し浄水器全１５ユニット 

（当クラブ３ユニット地区補助金使用）の贈呈 

式典の参加 また前日東北県の病院にグローバ 

ル補助金を使い人工透析器３基を寄贈した。 

本年度もノンケームRC、ロイエットRCと友好 

クラブの継続調印を行いました。 

 

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 

〇活動報告 

(1) 上半期、下半期の会費の中で年次 

基金寄付として10,000円ずつ、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）ので、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）今年度個人表彰については、 

藤永誉会員･･･ポールハリス・フェロー 

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 

(3）クラブ表彰については、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、受賞しました。 

（4）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、委員 

会でDVDを購入しましたので、ご関心ある方は

是非ご鑑賞ください。 

 

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・小西 

米山カウンセラー 米澤 

〇活動報告 

（1）2018年度米山奨学生 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。 

（4）次の2019年度米山奨学生は残念ながら地区 

から割当がありませんでした。 

 

会 計 

委員長 塩見 守 

〇活動報告 

活動方針と活動計画通りにおこな

えました。 

 

 

 

会計監査 

会計監事 池田茂雄 

〇活動報告 

(1) 当クラブの会計処理は、複式簿 

記により処理されております。 

すべての支払及び入金について、 

担当委員会からの報告に基づき作 

成された「会計伝票」に、「幹 

事」及び「会計」が承認印を押すことにより行 

なわれております。 

従来から、ともすればまちまちとなっていたこ 

の処理を、今年度初めより毎月証ひょう書類と 

照合しながら実行していただいております。 

(2) このような処理により作成された毎月の会計 

報告の内容につき、会計監事としての立場から 

総合的に検討し、その処理内容の適合性を確認 

しております。 

 また、月々の会計報告は、毎月上旬には当クラ 

ブのホームページ会員専用ページ上で報告され 
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ておりますので、各委員長の皆さま、予算の執 

行状況と合わせてご覧下さいませ。 

 

Ｓ Ａ Ａ 

委 員 長 笹山悦夫 

副委員長 平野祥之 

〇活動報告 

（1）後半になってようやく会員の 

皆さんのご協力により円滑な議事 

進行が行えるようになった。 

（2）例会前のＢＧＭの使用により 

くつろいだ雰囲気の会場を作ることができた。 

（3）ニコニコ袋協力の呼びかけを積極的に行い、 

件数と金額が増加しニコニコ袋積立金を増やす 

ことができた。 

 

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 

〇活動報告 

「第8回子ども囲碁フェスタ・ 

堺」の開催にあたり、3回の準備 

委員会を行いました。その中で 

いろんな意見を出し合った結果  

今年も大成功だったと思いま 

す。第8回大会のアンケート集計結果と会計報 

告、第9回大会に向けた意見交換を平成31年3 

月22日（金）にすし亭「幹」にて行いました。 

「第9回子ども囲碁フェスタ・堺」の日程は、 

令和元年11月10日（日）に決定しました。 

 

写真同好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 米澤  

〇活動報告 

（1）例会および各活動で記録用

写真を撮影しました 

（2）3/31の春の親睦旅行で「ナ

イスショット！フォトコンテス

ト」を開催最終例会時に展示しま 

す。ご応募まだの方、どうぞお気軽に。・「撮り

まくろう！」 

 

ゴルフ同好会 

代表世話人 塩見 守 

世 話 人 藤永・中田 

〇活動報告 

（1）平成30年9月8日（土） 

第93回北輪会開催 

（2）平成30年10月10日 

（水）2018-2019年度地区大会記 

念ゴルフ参加 

（3）平成31年1月12日(土)第94回北輪会開催 

（4）平成31年4月11日(木)第89回互輪会参加 

（5）平成31年4月23日(土)第95回北輪会開催 

（6）令和元年8月3日(土)第96回北輪会開催決定 

 

囲碁同好会 

代表世話人 池田茂雄 

世 話 人 宇瀨 

○ 活動報告 

（1）前年度において初の試みとし 

て、毎月「第２金曜」と「第４金 

曜日」の例会後に月２回、囲碁の 

勉強会を開催し、「初歩から学ぼ 

う」ということでスタートいたし  

ました。最初のうちは参加者も多かったのですが、 

段々先ぼそりとなる中で、残念ながら期の途中で 

終了することとなりました。その後、同好会とし 

ては活動するに至っておりません。 

（2）「毎月第一日曜日 午後１時から４時まで・新金 

岡公民館三階会議室」において囲碁の勉強会や囲 

碁大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25年ほど前に個人とし 

て始めたものでありますが、よろしければご参加 

いただければ大変嬉しく大歓迎いたします。 

年に12回のうち、「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。 

ご参加いただければ大変嬉しいです。 
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歩こう会 

代表世話人 中川 澄 

世 話 人 綿谷・藤永・笹山 

〇活動報告 

（1）自主企画の開催ができなかっ

たので、次年度 

の課題としたい。 

（2）環状線一周ウォーク、青山大  

会、チャリティー歴史＆健康ウォークへの参加 

を呼びかけた。環状線一周ウォーク、は年明け 

早々の実施であるため、次年度以降早めの呼 

びかけを心がけたい。 

 

伝統文化愛好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 奥野・木畑 

〇活動報告 

（1）10月、文枝さんご出演への 

おたび寄席に多数ご参加いただ 

きました。 

（2）2月24日 おたび寄席に月

亭八方師匠の落語を聞きに行って 

きました。 

 

次年度もご参加宜しくお願いします。 

毎月第4日曜日 13：30開演です。 

まだ見に行ってない方、藤永に騙されたと思っ 

て一度見に行ってみてください。 

クセになるかも。。。 

 

グルメの会 

代表世話人 木畑 清 

世 話 人 小西 

〇活動報告 

今年度は活動がありませんでし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堀畑好秀会員 最終例会、「出席しなさいよ」と妻 

に言われました。 

妻も完治まであともう少しです。 

ご心配お掛けしすみません。 

中田 学会員 塩谷様ようこそ堺北ＲＣへ。 

綿谷伸一会員 ノンケームＲＣ会長エレクト、 

ようこそ堺北クラブに！ 

嶽盛和三会員 塩谷さんようこそおいでください

ました。又、今晩宜しくお願い致し

ます。 

塩見 守会員 塩谷様、ようこそお越し下さいまし

た。夜も楽しみにしております。 

永富久紀会員 タイ国より本日塩谷さんを迎えま 

して嬉しく思います。今日はごゆっ 

くりしていって下さい。 

       合計２１，０００円 

 

 

 

（1）本日の配布物   

・週報  

・地区大会記録誌 

（2）他クラブ例会変更のお知らせ 

【堺ＲＣ】 

６月２０日（木）→ 同日 18：30～ 「最終例会」 

  於：ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺 

６月２７日（木）→ 休 会 

【堺東南ＲＣ】 

６月２０日（木）→ 同日18：00～ 

「会長幹事慰労会」於：日本料理 韓国料理 咲蔵 

６月２７日（木）→ 休 会 

【堺東ＲＣ】 

６月２５日（火） 

→６月２７日(木) 18：30～「最終例会」 

   於：アンジェリカ・ノートルダム 

【堺清陵ＲＣ】  

６月２７日（木）→ 同日 18：30～ 

於：「梅の花」さかい利晶の杜店 

【高石ＲＣ】 

６月２５日（火）→ 同日 18：30～ 

  「 最終例会・親睦互礼会 」 

ＳＡＡ報告 

幹 事 報 告 
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ロータリー グローバル リワードのご案内 
 

ロータリー グローバル リワードは、ロータリアンとローターアクターのほか、プログラム学友にも 

ご利用いただける特典プログラムです。商品やサービスの割引特典をご利用いただけるほか、自社が 

提供する特典を追加したり、購入代金の一部をロータリーの支援に充てたりすることもできます。 

 

旅行、食事、エンターテイメント、事務用品、保険、レンタカーなど、 

さまざまな種類の特典があり、地域限定の特典から海外でもご利用いただけるものもあります。 

 

 

利用方法 

rotary.org/ja/globalrewardsのページを開き、利用する場所を指定して、 

使用する特典をお選びください。旅行先の場所を指定してもよいでしょう。 

スマートフォンやタブレット端末をご利用の方は、Apple StoreまたはGoogle Playから専用アプリ 

「Rotary Global Rewards」を無料でダウンロードできます。 

 

 

自社特典を追加する方法 

ロータリアン、ローターアクター、プログラム学友は、「create a new offer」をクリックして、 

自社の特典を追加できます。今までとはちがった方法でロータリーでのネットワークを 

広げることができるでしょう。 

 

 

詳しくは、rotary.org/ja/globalrewardsの「特典を掲載する方法」をご覧ください。 

サポートを必要とされる場合は、Eメール（rotaryglobalrewards@rotary.org）で 

お問い合わせください。 

 

 

グローバル リワードでロータリーを支援する方法 

特典の中には、購入代金の一部をロータリーの支援に充てる業者もあります。 

 

ほかにはない体験を見つけてみませんか 
 

 

ROTARY GLOBAL 

REWARDS 

粋な大阪洒落言葉をご紹介Ⅱ 

 

・ジョーズの子ども〈じょーずのこども〉ジョーズ＝大きなサメ 子ども＝小さなサメ → 小雨 

・白犬のおいど〈しろいぬのおいど〉尾も白い → 面白い 

・流行らん問屋〈はやらんとんや〉荷が着かぬ → 似つかぬ 

・鼠六匹〈ねずみろっぴき〉六チュウ → 夢中 

・アメリカの嫁入り〈あめりかのよめいり〉振袖振らん →（雨が）降りそうで降らん 

・淀川のゴミ〈よどがわのごみ〉杭に掛かる → 食いに掛かっている   

 


