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前回の例会 

2019年 8月 9日（金）第 1849回 

卓 話  「 寝
ね

 屋
や

 子
こ

 」 

卓話者  永富 久紀 会員   

今週の歌  「それでこそロータリー」 

     「堺北ＲＣの歌」 

「ふじの山」 

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 

〇皆出席表彰（８月度） 

 宇瀨治夫会員(第８回)  

 塩見 守会員(第７回) 

〇米山功労者 表彰 

 宇瀨治夫会員（第 3回マルチプル） 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 8月 23日第 1849号 

 

2019年 8月 23日（金）第 1850回 

卓 話  「 建築硝子について 」 

卓話者 セントラル硝子販売株式会社 

    西日本営業本部 特約店営業部 

     課長 中川 尚之 様 

紹介者 國井 豊 会員 

今週の歌  「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 

     「夕やけこやけ」 

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 

◆ロータリー財団 表彰 

宇瀨治夫会員…ポールハリスフェロー３ 

辰 正博会員…ポールハリスフェロー２ 

 中川 澄会員…ポールハリスフェロー１ 

 

 

 

2019-20 年度 国際ロータリーのテーマ 

「ロータリーは世界をつなぐ」 

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー（米国・ディケーターRC） 

本日の例会 

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)  ： 中野 均 

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

E-mail ： nakano@rid2640g.com 
会長：木畑 清  幹事：中田 学  広報委員長：米澤邦明  編集者：國井 豊 

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 8月 30日（金）第 1851回 

     「 テーブル会議 」 

テーマ 

 ①創立 40周年記念事業について 

 ②新春合同例会開催（ホスト）について  

＜8 月 9 日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30 名 
出席会員            21 名 
欠席会員               9 名 

  ゲスト             0 名 
  ビジター            0 名 
7 月 19 日(金)の出席率    96.67％ 
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 「答志島の寝屋子について」 

               会員 永富 久紀 

   

 三重県の鳥羽より定期船で北東

へ5㎞、約 20分のところに鳥羽湾

最大の島「答志島」があります。島

の大きさは東西に 6㎞、南北に1.5

㎞、面積 7.8㎢で、大半は山地であ

り、最も高いところは標高167.2ｍ程あります。 

「答志島」は東岸に和具と答志、西岸に桃取の港が

あり港ごとに集落が開けています。島の人口は 800

世帯、約 2200 人。生活基盤は漁業従事者が 80％を

占め観光業や公務員など、間接的には住民のすべて

が漁業の影響を受けて生活を営んでいます。町内の

行事は漁業組合・町内会・青年団などによって運営

され、住民が強い結びつきをもって毎日の生活にい

そしんでいることは、離島としての特殊事情を克服

して、独特の生活様式をも生み出しています。 

 

 その一つとして「寝屋」（若者宿）という制度があ

ります。この「寝屋」という制度は中学を卒業した

ばかりの男子が結婚するまで集団生活をするとい

うものです。いつから始まったというのははっきり

とはわかりませんが、この「寝屋」は江戸時代には

すでに存在していて、海難救助などに大いに活躍し

ていたそうです。現在、鳥羽市内で存在が確認され

ている「寝屋」は答志・桃取・神島の 3つだけです。

答志では「寝屋」の同義語として「若者組」「寝宿」

が使われています。そこに寝泊まりする青年達のこ

とを「寝屋子」といい「寝宿」と「寝屋子」の二つ

を合わせて「寝屋子」呼ぶこともあります。 

 「寝屋」は、中学校を卒業した男子が友達同士で

集まって親の許可をもらい、家が広く、そこの主人

が若い者の面倒をよく見てくれそうな家へ皆で頼

みに行きます。その家の許可をもらったら、その日

から第二の父母になり、その家の子ども同様になり

ます。 

「寝屋子」は結婚までの数年間、朝食は実家で取り、

実家の労働につき夕食をすませてから「寝屋」へ行

きます。そして「寝屋」では、漁法を教えてもらっ

たり、人生の相談にのってもらったりしながら共同

生活を営み、社会の規律を知り、一人前の島民とな

っていきます。 

 このような「寝屋」での生活により「寝屋親」と

「寝屋子」達は親戚付き合い以上の交際をしていき

ます。結婚をして「寝屋」生活が終わったとしても、

結合心が強く何歳になったとしても、みんなで集ま

ってお酒を飲むこともあり、冠婚葬祭のときにはみ

んなが集まってその家のために働き、まったく親戚

同様に努力をします。 

 

 離島で生活をしていくには、隣近所や島民と力を

合わせて生活することが必要不可欠です。その手段

としてこの「寝屋」制度はなくてはならないものだ

と思います。江戸時代からある「寝屋」制度がその

時代、その時代の特色を加えながらも今でも存在し

ているのがその証拠だと思います。私はこの特殊な

制度がこれからも存続していってほしいと思いま

す。 

 

 

 

 会長 木畑 清 

 

 8月は鎮魂の季節です。 

 8 月 6 日は広島の、9 日は長崎の

74年目の原爆の日です。12日は日航

機事故から 34年目です。 

13日から 16日までは、お盆で墓参

りです。8月15日は、終戦記念日です。 

しかし戦争体験者が、ほとんど少なくなる昨今、時

代の風潮は大きく変化しているのを感じます。 

夏の話題は、第101回目の全国高校野球選手権大会・

甲子園です。汗にまみれた子ども達の涙と笑顔に感

動します。そして今年は、全英女子オープンに勝っ

た渋野日向子選手のはじける笑顔に心が和みます。 

「笑い」についての言葉を引用します。 

「一
ひ

と笑い、百の幸せ、千の友、幸は笑顔から」 

（笑
わろう

てなはれや）自戒をこめて！ 

 

 

 

 

 

会長の時間 

 

時間 

 

卓 話 
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広報委員会 

「ロータリーの友８月号紹介」 

広報委員 池田 茂雄 

 

 当クラブ４月に開催いたしました

「拡大例会」について投稿したところ 

８月号「友愛の広場」縦書きＰ13に掲

載されましたのでご報告いたします。 

（掲載内容は週報最終ページをご覧ください。） 

 

 

囲碁大会準備委員会 

「第９回囲碁フェスタ・堺」 

第２回準備委員会打合せ会議報告 

囲碁大会準備委員長 宇瀨 治夫 

 
標記の件、下記の通り、開催いたし

ましたので、ご報告いたします。 

 

      記 

日時：令和元年8月9日(金)18:30～ 

場所：すし亭「幹」 

議題：１）役割分担について 

   ２）今後の開催時期について 

   ３）予算について 

出席者 

 木畑・宇瀬・山田・池田・北側・中田・中川・ 

 國井・米澤・小西・笹山・塩見・事務局坂上 

議題１） 

 ポスター・チラシ碁会所配布 

 北側会員事務所と小西会員の店にも配布 

 子ども囲碁フェスタ・堺、のぼり作成 

 大会当日用立て看板購入 

 大会当日配布用ロータリー紹介作成 

 堺北ＲＣホームページ上に「第9回子ども囲碁 

 フェスタ・堺」開催のお知らせを9月2日アッ 

 プ 

議題２） 

 次回の大会から５月か６月に開催 

 第10回大会は令和3年5月16日(日)開催予定 

議題３） 

 今年は地区から地区資金が予定 

 予算組みを考えて進めます 

その他 

 今年は研修室１が使えますので、利用方法を考 

 えます 

 

 

 

木畑 清 会員 永富会員よろしくお願いします。 

國井 豊 会員 米澤会員、先日はありがとうござい 

       ました。家内がとても喜んでいまし 

       た。又、ガールスカウトのメンバー 

       全員無事アメリカに帰りました。 

       ホッとしました。 

北側一雄会員 暑中お見舞い申し上げます。元気に 

       夏を乗り越えましょう。  

城岡陽志会員 北側さんが来たのでビックリ！ 

       暑いですね！ 

嶽盛和三会員 お盆がやって来ます。忙しくなりま 

       す。ご先祖様を大切に、手を合わせ 

       ましょう。 

       先週欠席の方、会員候補者の記入を   

       お願い致します。 

塩見 守会員 皆出席表彰ありがとうございます。 

       永富会員、本日の卓話楽しみにして 

       おります。       

            合計 １９，０００円 

 

 

 

（1）配布物 

  ・週報  

  ・ロータリーの友８月号 

  

（2）８月３０日「テーブル会議」議題について 

  次週30日の例会は、「テーブル会議」といた 

  します。 

  議題は、 

   ①創立40周年記念事業について 

   ②新春合同例会開催（ホスト）について   

  会員の皆様方のご意見、ご提案をいただきた 

  く、御出席の程お願いいたします。 

 

 

 

  

 

 

SAA報告 

 

時間 

 

委員会報告 

 

時間 

 

幹事報告 

 

時間 
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８月9日 例会風景 

宇瀨治夫会員 
皆出席表彰(第８回) 

米山功労者表彰（第3回マルチプル） 

皆出席表彰 塩見 守会員(第７回)  
 

ロータリーの友８月号「友愛の広場」に掲載 

今週の歌「夕やけこやけ」 
 

  夕やけこやけで 日が暮れて 
  山のお寺の 鐘がなる 
  お手々つないで みなかえろ 
  からすといっしょに かえりましょ 
 
子供がかえった あとからは 
まあるい大きな お月さま 
小鳥が夢を 見るころは 
空にはきらきら 金の星 


