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前回の例会 

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年 8月 30日第 1850号 

 

2019年 8月 30日（金）第 1851回 

「 テーブル会議 」 

議題 

 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  

今週の歌  「四つのテスト」 

     「待ちぼうけ」 

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 

 

 

 

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 9月 6日（金）第 1852回 

卓 話 「 新世代フォーラム 」 

卓話者 新世代委員長 澤井 久和 

＜8 月 23 日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30 名 
出席会員            18 名 
欠席会員              12 名 

  ゲスト             1 名 
  ビジター            0 名 
7 月 27 日(土)の出席率    93.33％ 
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「 建築硝子について 」 

       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 

   

 本日は國井社長のご紹介でお

招きいただきありがとうござい

ました。 

 我々どもは堺区築港南町に居

を構えるガラスメーカーになり

ます。同じ堺区内の特約店さんで

あります株式会社酒直さんを通じて國井社長には

大変お世話なっております。 

 私が小学生の低学年だった昭和の終わりごろは、

学校に使われているガラスも戸建てに使われてい

るガラスも単板ガラス（１枚のガラス）が一般的で

した。冬には結露をし、雪が降ると窓際はしんしん

と冷えるので、窓から離れたところに布団を引きま

した。夏はじりじりと暑く、先ずは窓を開けて扇風

機をまわし、風鈴の音で多少なりとも涼しくなった

ような気になっていました。 

 それから平成を跨ぎ、冬はそう変わらないものの、

日本の夏はもっともっと暑くなりました。扇風機で

は事足りなくなり、エアコンを使わなければ生命の

危機に関わるように言われる場面さえでてきまし

た。 

 そういった環境の変化に伴い、窓ガラスも進化し

てきました。複層ガラスと言われる二枚のガラスの

間に空間を作ることで断熱性を持たせたガラスが

戸建て住宅では一般的になりました。平成１１年に

は３割程度だった普及率が、今では９５％を超えて

おり、ほぼ全ての家庭でお使いいただいているよう

な状況です。断熱性を高めることで、冷暖房を入れ

ても冷気や熱が簡単に逃げることなく、少ない光熱

費で暑さ寒さや結露といった季節の鬱陶しさを和

らげるようになりました。 

 また、泥棒のご心配な方には、防犯ガラスがあり、

バールのようなもので力いっぱい引っ叩き続けて

も容易に窓を開けられないようになっています。防

犯ガラスを用いた複層ガラスにするなど、複数の機

能を組み合わせることで、２つ、３つと機能を持た

せるようにもなってきております。 

 実はガラス自体の製法や材料、組成などは、ここ

数十年殆ど進化しておりません。昔の３mmのガラス

は今の３mmのガラスと、ものとしてはほぼ一緒です。

但し、間にフィルムを挟んだり空間を挟んだり、表

面に薄い金属膜をコーティングするなどし、それを

組み合わせることで、用途に合わせて様々な進化を

遂げてきました。 

 窓に使われるガラスは日々進化していますが、人

生に何度も家を買い替えたりすることは余りない

ですし、家を建てる際には他にもいっぱいこだわり

たいことがあると思いますので、ガラスに意識が向

くことはそうそうないと思います。しかしガラスに

は今やたくさんの選択肢があり、ガラスにこだわる

ことで皆様の細かなニーズを吸い上げて生活を豊

かにできると信じて日々仕事をさせていただいて

おります。本日を機にもっともっとガラスの持つた

くさんの機能に興味を持っていただければと思い、

多々あるガラスの種類のほんの一部ですが紹介さ

せていただきました。ご興味ありましたらお声掛け

ください。 

 

 

 

 

「平成の時代を振り返って」 

 会長 木畑 清 

 

昭和62年（1987）中曽根内閣 

 9月22日 天皇陛下、宮内庁病院に 

      入院、手術される 

 10月19日 ニューヨーク株式市場 

      で株価大暴落（ブラック       

      マンデー）する。 

 10月20日 東京株式市場、過去最大の下げ幅に 

       なる 

 11月 6日 竹下 登 内閣発足 

  （物故者）石原裕次郎、岸 信介（安倍晋三の祖父） 

 

昭和63年（1988） 

 6月18日 リクルート事件発覚 

 7月23日 横須賀港沖で潜水艦「なだしお」が釣り 

      船と衝突30人死亡する 

会長の時間 

 

時間 

 

卓 話 
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 9月22日 天皇陛下の容態悪化に伴い、皇太子明仁 

      親王に国事行為委任を決定する 

 11月 8日 米大統領選 共和党ブッシュ（父）当選 

      する 

  （物故者）土光敏夫、三木武夫 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

「第2回 ＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」 

           社会奉仕委員長 池永 隆昭 

 

8月度の「ダメ ゼッタイ」募金を

行いました。 

募金金額は、８，５００円でした。  

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

「清心寮夏期研修の報告」 

社会奉仕委員長 池永 隆昭 

  

 8月 25日（土） 祥雲寺に於いて清心寮の児童達

を招いて夏期研修及び お寺体験を行いました。 

那須和尚の指導の下 座禅等のお寺体験や坂上さん

監修の万華鏡製作等 楽しく過ごさせて頂きました。 

ご協力頂きました 清心寮の先生方、祥雲寺の方々、

ボランティアの学生さま、メンバーの皆様 ありが

とうございました。 

参加者 木畑会長・那須会員・中田幹事・綿谷会員・   

    塩見会員・藤永会員・池永会員 

 

囲碁大会準備委員会 

「第９回子ども囲碁フェスタ・堺」 

ポスター＆チラシが完成しました！ 

囲碁大会準備委員長 宇瀨 治夫 

 

 この度、「第９回子ども囲碁フェ

スタ・堺」のポスターとチラシが完

成いたしました。 

皆様の事業所などに貼っていただ

いたり、置いていただりして、宣伝

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木畑 清 会員 中川課長、よろしくお願いします。 

國井 豊 会員 本日の卓話、セントラル硝子販売 

       (株)の中川様、よろしくお願いいた 

       します。 

塩見 守会員 國井会員、先日はお世話になり、あ 

       りがとうございました。 

       中川様、本日の卓話楽しみにして 

       おります。       

            合計 ６，０００円 

 

 

（1）配布物 

  ・週報 ・卓話資料 

  ・地区大会記念 市民公開講演会チラシ 

   

（2）地区大会のお知らせ 

 国際ロータリー第2640地区では、2019-2020年 

 度地区大会を10月26日（土）・27日（日）に 

 堺東ロータリークラブのホストにより堺市で開 

 催いたします。 

 今年度 地区活動方針「参加してロータリー活 

SAA報告 

 

時間 

 

委員会報告 

 

時間 

 

幹事報告 

 

時間 
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 動を楽しもう」のテーマのもと、親睦を深めな 

 がら、ロータリーの心を学ぶ機会にしたいと準 

 備にあたっておりますので、多数のご登録賜り 

 ますと幸甚に存じます。登録締切9月16日(月) 

 2019年10月26日（土）大会第一日目 

   於：ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺４F 

  13：30～ 本会議 

       基調講演 講師：ＲＩ会長代理  

   18：00～ RI会長代理歓迎晩餐会 

 2019年10月27日（日）大会第二日目 

   於：ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺４F 

  13：00～ 本会議 

  15：15～ 記念講演  

       講師：大阪観光局 局長 溝端宏氏  

       演題：「2025年大阪・関西万博に 

            向けた大阪のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ」 

 ＊尚、27日(日)10：10～（9：30 受付） 

  地区大会記念 市民公開講演会があります。 

  「吉本興業の歴史と今後のありかた」 

  吉本興業ホールディングス(株) 

   代表取締役社長 田中 宏幸 氏 

  於：ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 3F 

  こちらもご参加には登録が必要です。 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 会 風 景 

宇瀨治夫会員 
ロータリー財団表彰（ポールハリスフェロー３） 

今週の歌「待ちぼうけ」 
 

 待ちぼうけ 待ちぼうけ  
 ある日せっせと 野良稼ぎ 
 そこに兔がとんで出て 
 ころりころげた 木のねっこ 
 
 待ちぼうけ 待ちぼうけ  
 しめた これから寝て待とうか  
 待てば獲物が驅けてくる 
 兔ぶつかれ 木のねっこ 
 
 待ちぼうけ 待ちぼうけ 
 昨日鍬取り 畑(はた)仕事 
 今日は頬づえ 日向(ひな)ぼこ  
 うまい切り株 木のねっこ 
 
 待ちぼうけ 待ちぼうけ  
 今日は今日はで 待ちぼうけ 
 明日は明日はで 森のそと 
 兔待ち待ち 木のねっこ 
 
 待ちぼうけ 待ちぼうけ 
 もとは涼しい黍(きび)畑 
 いまは荒野(こうや)のほうき草 
 寒い北風 木のねっこ 

中川 澄 会員 
ロータリー財団表彰（ポールハリスフェロー1） 

今週の歌「待ちぼうけ」のストーリー紹介 

 

北原白秋作詞、山田耕筰作曲の唱歌。『待ちぼうけ』で描かれる

のは、紀元前の中国・宋の時代の説話。 

歌に登場する主人公は、ごく平凡な一人の百姓。真面目に畑を

耕し、手間暇をかけて作物を収穫し生活していたが、ある日、

畑の隅にあった切り株に野うさぎが激突。ふいに転がり込んだ

獲物を早速持ち帰り、百姓は思わぬごちそうにありつくことが

できた。 

「待っているだけでごちそうが食べられる。」 

労せずして得たごちそうに味を占めた百姓は、次の日から鍬を

捨て、日向で頬づえをついて、また切り株にうさぎがぶつから

ないかと、ただひたすらぼーっと『待ちぼうけ』の日々を過ご

した。 

来る日も来る日も『待ちぼうけ』。切り株見つめて『待ちぼう

け』。けれども獲物は現れず、手入れをしない畑は荒れ放題。後

日ふと我に返ったときにはもう手遅れ。畑は作物もまったく収

穫できない荒れ野と化してしまった。 

国中の笑いものになった百姓の哀れな末路。 

 

(世界の民謡・童謡worldfolksong.com/より) 

例 会 風 景 


