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前回の例会 

2019年 9月 6日（金）第 1852回 

卓 話 「 新世代フォーラム 」 

卓話者 RI第 2640地区ローターアクト 

     代 表  酒井 憲久様 

     直前代表 左近 悟 様 

紹介者 新世代委員長 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(９月)  

 那須宗弘会員(2日) 澤井久和会員(7日)  

 米澤邦明会員(11日) 

 北側 和代様(13日) 小西恵子様(18 日)  

 米澤  洋子様(21 日)  

〇結婚記念祝い(９月)  

 北側一雄会員(9日) 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 9月 13日第 1852号 

 

2019年 9月 13日（金）第 1853回 

「 ガバナー公式訪問 」 

  RI第 2640地区ガバナー 

    中野 均 様（堺東 RC） 

今週の歌  「我らの生業」 

     「堺北ＲＣの歌」「赤とんぼ」 

お客様紹介 

・RI第 2640地区ガバナー 中野 均 様 

・ 〃   地区代表幹事  上松瀬 洋様 

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 (９月) 

 坂田兼則会員（第１３回）  

 

 

 

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：坂田兼則 

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 27日（金）第 1854回 

卓 話 「 製造業の実情 」  

卓話者  城岡 陽志 会員 

＊9月 20日(金)の例会は休会です。お間違

いなきようお願いいたします。 

＜9 月 6 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             2 名 
  ビジター            1 名 
8 月 9 日(金)の出席率     93.33％ 
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「 ローターアクトに関して 」 

       ＲＩ第 2640地区ローターアクト 

       2019-2020年度 

        直前地区ローターアクト代表 

                佐近 悟 様 

 

 皆様こんにちは。 

 只今ご紹介にあずかりました、

2017-2018 年度(岡本ｶﾞﾊﾞﾅｰ)、

2018-2019年度(樫畑ｶﾞﾊﾞﾅｰ) 

と2年間国際ロータリー第2640地

区の地区ローターアクト(以下 RA)

代表を務めておりました“佐近 悟”と申します。 

今年度は直前RA代表を拝命しており、地区 RAの運

営に取り組んでおります。 

所属は岸和田ローターアクトクラブ(以下 RAC)です。 

まず初めに、本日は貴重な例会の卓話のお時間を頂

戴致しましたことを心より御礼申し上げます。 

私は前年度より地区の RYLA 委員会にも参加させて

頂いておりまして、こちらのクラブに所属されてい

ます澤井さんとは RYLA 委員会の方で何度かご一緒

させて頂いたことが御座います。 

そのご縁で本日はお声を掛けて頂いたのかなと思

っております。 

早速、本日の卓話内容は｢ローターアクトに関して｣

ということで、RAの歴史、2640地区のRAについて、

RA の活動等をお時間の許す限りお話出来ればと思

います。 

 RAは国際ロータリーが定める“5大奉仕”(今年度

より3大奉仕となった)の中の“青少年奉仕”のプロ

グラム1つです。 

よくインターアクト(以下 IA)との違いを聞かれま

すが、決定的な違いが年齢となります。 

どちらも目的はロータリークラブ(以下 RC)により

提唱され、RCが奉仕の機会を与えることにより知識

や技能を高め、地域に将来を担う人材を育成するこ

とですが、インターアクトは中高生(12-18 歳)を対

象とし、RAは大学生から社会人(18-31歳)を対象と

しています。 

歴史を遡ると、まず 1962 年に R.I.によりインター

アクトプログラムが宣言されます。 

しかし前述の通り IA は高校卒業と同時に会員資格

が失効する為、これを継続する組織として 1968年3

月に世界最初のRACがアメリカのノースカロライナ

州で設立されました。 

2640地区では 1969年 11月に有田 RCの提唱により

有田 RAC(現在休会中)が設立されたのが最初となり

ます。 

RAC 会員は主に以下の 4パターンに分類することが

できます。 

① 一般会員(ロータリアンの紹介や既存会員の知 

 人等) 

② 縁故会員(家族や親類がロータリアン) 

③ 企業派遣(ロータリアンやその取引先の会社社 

 員) 

④ IAC卒業生やその他青少年奉仕プログラムの学 

 友 

会員構成はクラブにより大きく異なりますが、近年

の傾向をみると企業派遣に依存しているクラブが

多いように感じます。 

2640地区の RAも、以前は IAC卒業生が多いのが特

徴でしたが、現在はやはり企業派遣が多数を占めて

いるのが実情です。 

 2640 地区には河内長野･岸和田･御坊･堺･高石･富

田林･松原の7クラブが存在し、約 50名のメンバー

が活躍しています。 

2019年 10月 9日(水)には和歌山東南 RACが新設さ

れ8クラブとなります。 

 RA は各クラブでの月 2回の例会を活動の基盤に、

クラブ毎の取り組み(クラブ行事)として献血(岸和

田･御坊)やチャリティーバザー(堺)、地域清掃(河

内長野)等の奉仕活動を行います。 

また、地区全体での取り組みとして、各クラブより

地区役員(地区 RA 代表･地区幹事･地区会計等)とし

て地区に出向したRAメンバーと地区 RA委員会のロ

ータリアンにより地区 RA 合同委員会が組織され、

合同委員会主催の行事(地区行事)が年数回開催さ

れます。 

この地区行事は主に研修と交流を目的に開催され、

代表的なものに地区連絡協議会や地区年次大会が

あります。 

更に、前年度は地区での取り組みとして、和歌山高

専の学生との共同事業としてオリジナル商品(ジビ

エサンド)を開発し、ロータリーの地区大会で販売

したり、地区内4地点で採血数 300本を達成した地

区合同献血も行うなど精力的に活動しています。 

 最後になりますが、冒頭でもお話をさせて頂いた

ように、約50年にわたり活動している RACですが、

残念ながら提唱 RC や関係する地区委員会の方々以

外にはほとんど知られていないのが実情です。 

卓 話 
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今回のように RC の例会にお呼び頂き卓話をさせて

頂いたり、様々な委員会に参加して RA の広報活動

をしていくことも地区 RA 代表を務めた人間の職責

だと認識しております。 

RAの全てをお話することは叶いませんでしたが、一

片でも皆様の印象に残るようなお話が出来たのな

らば光栄でございます。 

是非、また機会が御座いましたらお気軽にお声がけ

ください。本日はありがとうございました。 

 

 

 

 

 副会長 中川 澄 

 

 平成３０年９月４日大阪に上陸し

た台風２１号の被害については記憶

に新しいことと思います。多くの家

の屋根瓦などが強風で飛ばされ、こ

れが近隣の家屋や自動車を傷つけて

甚大な被害が発生しました。今のところ、昨年の台

風２１号による家屋や自動車の被害はおおむね「天

災」として片づけられたようで、屋根瓦やパネルが

飛んだ家の所有者が法的責任を問われたという話

は聞こえてきません。 

 しかし、台風で屋根瓦が飛んだ案件すべてにおい

て、屋根瓦が飛んだ家の所有者が賠償責任を負わず

に済むわけではありません。建物の所有者は、建物

の設置または保存に瑕疵があれば工作物責任を負

うということになっています。平たく言えば、建物

の屋根瓦が浮いているのにきちんと修理せずほっ

たらかしにしておけば、その屋根瓦が飛んだり落ち

たりして他人に損害を与えた場合、建物の所有者は

損害賠償責任を負うということです。 

 昨年の台風の後、屋根を修理せず放置している方

は、次の台風で屋根瓦が飛んだ場合、工作物責任を

問われる可能性があります。次に大きな台風が上陸

する前にぜひご自宅に不具合がないか見直し、修理

をお済ませください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇瀨治夫会員 嶽盛会員、那須会員、先日はお世話 

       になります。 

澤井久和会員 久しぶりの例会です。 

       本日卓話、酒井様、左近様、よろし 

       くお願い致します。 

       永井様、ご訪問ありがとうございま 

       す。ごゆっくりしていって下さい。 

小西幹夫会員 久しぶりの出席です。 

            合計１３，０００円 

 

◆米山特別寄付･･･米澤邦明会員・濵口正義会員 

 

 

 

（1）配布物 

  ・週報  

（2）休会のお知らせ 

  次週９月２０日（金）は定款第 8条第1節に 

  より休会となっております。 

（3）秋の交通安全運動 

 ９月１９日（木）10：30～11：50 

 堺市役所21階 展望ロビー  

 ご参加の方はジャンパー・帽子を着用して 

 ください。 

（4）例会プログラム変更のお知らせ 

  ・１０月１１日（金）夜間例会・ファイヤー 

   サイドミーティング 

   ⇒同日 通常例会へ 

  ・２０２０年２月２１日（金） 

   ⇒２月２０日（木）１８：００～ 

   「４クラブ合同例会（堺南・堺東南・堺清 

    陵・堺北ＲＣ）へ変更 

   ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺 

    

   

 

第２回定例理事会 

2019-20年度理事会構成メンバー 

 木畑、山中、中川、中田、塩見、藤永、辰、 

 笹山、池永、綿谷、澤井、坂田 

 （会計監事：池田） 

日 時 2019年9月6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   

会長の時間 

 

時間 

 

SAA報告 

 

時間 

 

幹事報告 

 

時間 

 

その他 

 

時間 

 



 - 4 - 

１．８月度 ９ＲＣ連絡会報告（別紙）  

  ・「堺かるた」協賛の件 －承認 

２. 堺おおいずみＲＣ創立３５周年式典の件 

  ・2019年10月11日(金)17：30～ 

   於：ホテル・アゴーラリージェンシー大阪 

   堺にて開催 - 木畑会長出席 

３．10月度 例会について 

  ・10月11日第1856回例会 夜間「ファイヤ 

   ーサイドミーティング」 

   ⇒昼間の通常例会に変更 

４. ４クラブ合同例会変更について 

  ・2020年2月20日(木）18：00～ 

   ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺に 

   て開催予定（ホスト：堺南 RC） - 承認 

５. 周年事業について 

  ・「堺市立町家歴史館 山口家住宅」にステン 

   レスの椅子2脚を周年事業の一部として設 

   置、寄贈する。 

６. 会費未入金者の件 

  ・文章を送付する。 

  

９ＲＣ連絡会 

８月度 堺９RC新旧合同連絡会議事録 

日時：2019年8月22日（木）16：30～ 

場所：ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺 

議案： 

１. 地区大会・市民講座へのお誘いの件 

 ・令和元年１０月２６～２７日に開催される 

  地区大会への出席要請が、ホストクラブ 

  堺東ＲＣ会長・藤田様よりありました。 

２.「第９回子供囲碁フェスタ・堺」後援名義使 

  用承諾お礼の件 

 ・令和元年１１月１０日に開催される囲碁フ 

  ェスタ・堺後援名義使用承諾について主催 

  クラブ堺北ＲＣ会長・木畑様よりお礼が述 

  べられました。 

３.「堺かるた」協賛の件 

 ・主催クラブ堺清陵ＲＣ幹事・西内様より協 

  賛依頼がありました。 

４. その他 

 ✱帝塚山学院泉が丘中学・高等学校インター 

  アクトクラブの件 

 ・堺東ＲＣで現在検討中であり、もう少し時 

  間を下さいとのこと。 

 ✱堺記者クラブの件 

 ・機会があれは９ＲＣ連絡会の場において、 

  名刺交換等を行うことに異議なし 

【次回連絡会】 

  日 時：令和１年９月１１日 午後５時～ 

  場 所：アンジェリカ・ノートルダム 

  ホスト：堺中ＲＣ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月会員・奥様誕生お祝い 

 代表 米澤 邦明 会員 

今週の歌「赤とんぼ」 
 

  夕焼け小焼けの 赤とんぼ  
  負われて 見たのは いつの日か  
 
  山の畑の 桑の実を  
  小かごに摘んだは まぼろしか  
 
  十五でねえやは 嫁に行き  
  お里の 便りも 絶え果てた  
 
  夕焼け小焼けの 赤とんぼ  
  とまっているよ 竿の先  
  

今週の歌「赤とんぼ」のストーリー紹介 

『赤とんぼ』の歌詞は、作詞者・三木露風の故郷で

ある兵庫県揖保郡龍野町（現：たつの市）で過ごし

た幼少期の情景に基づいている。 

三木露風が5歳の時に両親が離婚。母親とは生き別

れとなり、祖父の元で子守り奉公の女中（姐や）に

面倒を見てもらっていた。 

女中の姐や（お姉さん）に背負われて「夕焼小焼の 

赤とんぼ」を見た幼い頃。その姐やもやがてお嫁に

行き、姐やからの手紙（便り）も送られてこなくな

ってしまった。 

歌詞の大意はこんなところだが、「お里のたより」に

ついては、誰から誰への手紙なのかについては解釈

の余地がある。 

姐やの故郷から姐やへの手紙なのか、お嫁にいった

姐やから三木露風への手紙なのか、母親から三木露

風への手紙なのか、様々に考えられる。 

聴く人それぞれの解釈の余地を残しておいた方が

作品に奥行き・厚みが出るので、これはこのまま結

論を出さずにおいておくのが良いだろう。 

(世界の民謡・童謡worldfolksong.com/より) 

   美しい日本の田舎の秋の風景を 

       思い浮かべながら歌ってください♪ 


