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前回の例会 

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 

今週の歌  「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 

     「ちいさい秋見つけた」 

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 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 10月 4日第 1854号 

 

2019年 10月 4日（金）第 1855回 

創立記念を祝して乾杯 

卓 話 「 職業奉仕と社会奉仕 」  

卓話者  RI第 2640地区職業奉仕委員会 

     副委員長 角谷
つ の や

 浩二 様 

紹介者  笹山 悦夫 職業奉仕委員長 

今週の歌  「君が代」「奉仕の理想」 

「バースデーソング」 

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  

〇会員・奥様誕生祝い 

小西幹夫会員(9日) 平野祥之会員(11日) 

堀畑好秀会員(14日)三上尚嘉会員(18日) 

嶽盛和三会員(19日) 

城岡キヌ子様(4日) 濱口 良子様(19日) 

〇結婚記念祝い 

山中喜八郎会員(19 日) 

 

 

 

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：米澤邦明 

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 10月 11日（金）第 1856回 

卓 話 「 日本での留学生活と将来の夢 」  

卓話者  RI第 2640地区米山奨学生 

      張 哲 様 （世話クラブ：堺東ＲＣ） 

紹介者  小西 幹夫 米山奨学委員長 

 

＜9 月 27 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             0 名 
  ビジター            0 名 
8 月 30 日(金)の出席率     93.33％ 
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「 製造業の実情 」 

会員 城岡 陽志 

 

■経済・政治・社会 

 経済面では『米中貿易摩擦（戦

争）』への関心が高く、政治・社会

面では『香港デモ』に関しての報

道が連日のようになされていま

す・・・とは言いながら、ＴＶニュースは毎回お

約束の『今日の習近平主席』がトップニュースで

す。 

「今日は○○国の○○氏と会談し、○○に関して

○○のような意見を述べられた。○○の老人ホー

ムを訪問し入居者と堅い握手をかわし、これまで

の国への忠誠を感謝された。幼稚園児と一緒にほ

ほえましく苗木を植えられた等々」 

討論番組も大方はこの二つの話題を批判的に取

り扱っており（アメリカが一方的に悪い！香港デ

モの若者に対する教育がこれまで不十分であっ

た！）、いろんな意味で情報統制はすばらしいも

のがあります。当然政府側を批判するようなコメ

ントは一切ございません。 

ただ、大半の国民は元来政局等には一切興味がな

く、ＴＶニュースを見ること自体かなり少なくな

ってきているようです。スマホ普及が進み、ネッ

ト回線費用も日本と比較にならないくらい安い

中国では、もっぱら中国版YOU-TUBE（ユーチュー

ブ）である YOU-KU（ヨウクー）等の動画配信アプ

リで自分が興味のある動画を楽しんでいる様子

が見受けられます。そんな中、海外発信も含めた

政府批判につながるような発言、動画もアップさ

れることがあるようですが、そこは大国ご自慢の

検閲チームが直ぐに削除するといったことがイ

タチごっこのようになされているようです。 

 では米中貿易摩擦の影響を肌で感じるかと言

えば、広大な中国ではエリア毎での温度差もある

ようです。こと上海で生活している限り、正直申

し上げて景況感の悪化を感じることはございま

せん。確かに日系も含めた外資メーカー系企業が

ベトナム等の東南アジアに移転又は検討中であ

るといった話題は常に耳にしますが、相変わらず

飲食店は賑わい、市内外れでも高層マンションの

建設が後を絶ちません。つい先日も、伊予Ｋ上海

がある市内外れの地域にて、５棟同時完成した高

層マンション（１００㎡５０００万円程度）が即

日１０倍の倍率で完売するといった状況です。し

かしながら、投資目的による不動産バブル抑制の

ための政府規制（金利アップ、規定年数以内での

転売禁止）が奏功したのか、特に都市部での不動

産価格の上昇は落ち着き始めているようです。 

こちらの方の話を聞く限り、アメリカとの貿易摩

擦による影響が最も大きいのが広東省エリアの

ようです。こちらは元来アメリカへの輸出が最も

多いメーカー系企業が集まったエリアでもあり、

工場閉鎖や大幅なリストラ等が行われたといっ

た話をよく耳にし、以前は賑わっていた飲食店が

徐々に閑散になってきたといった話も聞きます。 

 

■近隣諸国への関心 

（基本は自国、家族、自分自身以外のことは、あ

まり意に介さないようですが・・・） 

・日本 

 日本ではそれなりに関係改善と好意的な報道

が目立つように感じますが、中国国内ではあまり

関心がなさそうです。そういった報道も先ず目に

しません。ただ、以前に比べ『抗日ドラマ』は激

減したように感じます。赴任当初の３年前は頻繁

に放映されており、見ていて気分の良いものでは

ございませんでした。特に飲食店のＴＶで放映さ

れていた時は非常に肩身の狭い思いでした。 

 

現地の日本企業に対しては『裏切らない。金払い

が良い。売掛は必ず回収できる。』ため、新規取引

段階でも比較的好意的です。ただ、一部名の知れ

た企業に関しては、『価格の割に異常な程、品質要

求が高い』といった理由で、社名を出した段階で

断られることもあります。 

 

■昨今の関心はゴミの分別 

『えっ、今頃？』と思われるかも知れませんが、

先ずは国際都市を自認する上海から今年７月よ

り開始されました。これまでは家庭のごみは何で

もかんでも一緒くたに（それこそタンスと生ごみ

が一緒に）ゴミ箱に捨てられていたものを４種類

の分別へと義務付けられました。 

 

卓 話 
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法施行（上海条令）施行開始当初は何が生ゴミで、

何が普通ゴミで、何が･･･と分からないといった

混乱が多く、〝豚″を基準に以下のように考えれ

ば良いといった話が巷で流れていたようです(事

実です)。 

・乾燥ゴミ（一般ゴミ）：豚が食べないもの 

・湿気ゴミ（生ゴミ ）：豚が食べるもの 

・毒ゴミ(有害ゴミ):豚が食べれば死んでしまう  

 もの 

・回収ゴミ(資源ゴミ):売ったお金で豚肉が買え 

 るもの 

 

■電子マネー（スマホ決裁）の普及 

 日本とは比較にならない程、スマホ決裁が進ん

でおります。高齢者の方でさえ、スマホを持たざ

るを得ないレベルにまで達しており、露店でさえ

も現金を受け付けてくれないといったことが日

常茶飯事です。 

所謂父ちゃん、母ちゃんがやっているような商店

でさえもスマホ決裁が当たり前で、昨今は現金を

持ち歩く習慣が激減しているようです。外国人で

ある私でさえもスマホ決裁のみで現金を使うこ

とはほぼ皆無に近くなっております。 

背景には偽札の横行や利便性の高さもあります

が、スマホ決裁により、いつ誰が、何処で、何を、

いくらで買ったかといったビッグデータを三大

決裁業者が把握でき、さらにはこのデータを個人

格付けの一助として政府も利用しているといっ

た話も耳にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 会長 木畑 清 

 

今日は良い報告があります。 

堺警察署から「特殊詐欺未然防

止表示板」製作設置協力により「感

謝状贈呈式」に24日(火)行って来

ました。堀畑会員、池永会員にお世

話になりました。 

（贈呈式の様子は、週報最終ページに掲載してお

ります。） 

 

 「平成の時代を振り返って №.4」 

1月 多国籍軍に 90億ドルの追加支援を決定。 

2月 皇太子 立太子の礼。 

4月 ペルシア湾岸機雷除去のため掃海艇派遣を 

   決定。（初の自衛隊海外派遣） 

6 月 長崎県 雲仙普賢岳の噴火で大火砕流発生。 

   死者・行方不明者 43人。 

6月 新学習指導要領による教科書検定で <君 

   が代・日の丸>が国歌、国旗と明記。 

10月 橋本龍太郎蔵相、一連の証券、金融不祥事 

   で辞任。 

<国外> 

1月 湾岸戦争勃発、多国籍軍がイラク、クウエ 

   ート内の軍施設、攻撃開始。 

2月  ブッシュ米大統領、クウエート解放と戦争 

   勝利宣言。 

5月  江青（故 毛沢東夫人）北京で自殺。 

12月 ソ連最高会議、ソ連邦消滅を宣言。  

    （主な物故者）安倍晋太郎、本田宗一郎 

 

 

 

 

広報委員会 

ロータリーの友・９月号の紹介 

広報委員 池田 茂雄 

  

（左びらき） 

１．マーク・ダニエルＲＩ会長メッ 

 セージ（Ｐ3） 

 私のふるさとイリノイ州リッジ

ウエイで毎年、夏の終りにフェステ 

 ィバルが開催され、司会役を務めております。 

 ところで、皆さんの家庭で１年を通しての「し 

 きたり」をつくって下さい。私は、子供や孫た 

 ちを国際大会につれて行くのが、我が家のしき 

 たりです。機会あるごとにロータリーを広めて 

 おります。 

 さすが、ＲＩ会長、すばらしいです。 

２．９月は識字率向上月間（Ｐ7） 

 世界には、貧困や紛争、そして学校が近くにな 

会長の時間 

 

時間 

 

委員会報告 

 

時間 
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 いといったことで、学校に行けない子供達が 

 １億２千万人もいます。又、大人になっても文 

 字の読み書きが出来ない人が7億5千万人もい 

 るんです。 

 全世界 70億人口の 1割もいるのです。 

 識字率が進んだ世界１番の国はキューバ 

 99.9％、ロシア 13番目99.5％、日本・イギリ 

 ス・アメリカは 23番目99.0％、アフリカのマ 

 リは 183番目で 26.2％なんです。 

３．ロータリーの友・６６年目（Ｐ12） 

 1953年（昭和 28年）に創刊。創刊号は 62ペー 

 ジで１冊 50円でした。今月の 9月号は 82ペー 

 ジで 216円です。そして、その 9月号が通算 801 

 号なんです。 

 公式雑誌「The Rotarian」以外に、国又は地域 

 において 32種類のロータリーの友が発行され 

 ております。 

４．ＡＬＯＨＡ ＲＯＴＡＲＹ（Ｐ18） 

 来年、2020年 6月 6日～10日の 5日間、ハワ 

 イ・ホノルルで国際大会が開催されます。 

 12ページに亘り、写真入りで詳しく紹介されて 

 います。皆さん、是非ご参加下さい。 

５．米山記念奨学事業（Ｐ36） 

 2018～19年度の寄付金収入１４億円あまり。 

 会員一人当り平均15,828円（前年16,068円）。 

 このうち 79％にあたる 12億円あまりが奨学金 

 となっています。来年度は 860人の奨学生を予 

 定。 

 返済義務のない奨学金です。我が国の奨学事業、 

 すばらしいです。 

６．ポリオと闘う４０年間（Ｐ40） 

 1979年（昭和 54年）にポリオ根絶運動が始ま 

 った。以来 40年、根絶寸前にまでたどりつき 

 ました。 

７．詰め将棋（Ｐ45） 

 今月号は、奇数月なので、詰め将棋の掲載です。 

 偶数月が囲碁なのです。 

８．地域別クラブ数等（Ｐ51） 

 日本全国ベースでは会員数がやや減少。当地区 

 ではやや増加です。 

 

（右びらき） 

１．ラグビーから学んだ和の心（Ｐ81） 

 ラグビーとロータリーの精神には通じるもの 

 があるのです。その辺のことが詳しく載ってお 

 ります。 

２．この人を訪ねて（P76） 

 ベビー・子供服メーカー「ミキハウス」の社長 

 さんです。26歳で創業、現在国内外に約 250店 

 舗を展開中。 

３．友愛の広場（P72） 

 ９月号の記事ではありませんが、「１１月号・友 

 愛の広場」に私、池田が投稿した「仁徳天皇陵 

 の清掃奉仕を振り返って」と題した記事が掲載 

 されますので、宜しくお願いいたします。 

 

 

        社会奉仕委員会 

｢仁徳天皇陵｣清掃奉仕のご案内 

社会奉仕委員長 池永 隆昭 

  

 めでたく世界遺産登録になり、はじ

めての仁徳天皇陵の清掃奉仕活動を

下記要領にて実施いたしたく、何かと

ご多忙のこととは存じますが、ご参加、

ご協力のほど宜しくお願い申し上げ

ます。               

記 

日 時 令和元年１１月３日（日） 

      午前９：３０～  

集合場所 仁徳天皇陵正面配所前（駐車場） 

集合時間 午前 ９：１５ 

 服 装 ロータリーメンバーはいつものジャ 

     ンバ－ 帽子 

      家族のかたは自由です。 

     当日はメ－キャップ扱いと致します。 

 

  

  「児童養護施設 清心寮の子供達との 

         ふれあいバーベキュー大会」 

社会奉仕委員長 池永 隆昭 

  

 児童養護施設 清心寮の子供達を招いて、バー

べキュー大会を今年も開催致します。 

 食欲の秋、大いに食べて、小学生の子供達と遊

んで、楽しいひとときを過ごしていただければと

思います。多数の皆様のご参加をお待ちしており

ます。 
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記 

 日 時 令和元年１１月４日（月・祝） 

  午前１１時から午後１時００分頃（延長あり） 

  （準備のため 10時 30分集合して下さい） 

 場 所 大泉緑地 野外炉バーベキュー施設 

 会 費 ３，０００円 

 

 

 

 

 

 

囲碁大会準備委員会 

「第９回子ども囲碁フェスタ・堺」 

開催のご案内 

            囲碁大会準備委員長                  

                 宇瀨 治夫 

 

 下記の通り「第 9回子ども囲碁

フェスタ・堺」を開催致しま

す。只今 62名の参加登録で、 

順調にお申込みいただいておりま

す。 

毎年、ご父兄も併せますと 150名以上のご来場 

になり、会員の皆様には囲碁フェスタ当日、ご 

協力を賜りたくどうぞよろしくお願い申し上げ 

ます。 

記 

日 時 ： 2019年 11月 10日（日） 

集合時間： 10時 

場 所 ： サンスクエア堺・Ａ棟２階 

＊11月 8日(金)例会 → 11月 10日(日) 

「第 9回子ども囲碁フェスタ・堺」に例会変更  

致します 

 

 

 

 

（１）配布物   

 ・週報 ・卓話資料 

 ・ロータリーの友９月号 

 ・堺 アセアンウイーク2019 チラシ 

 

（２）次週１１日の例会について 

  今年度初めの予定では、夜間例会「ファイ 

  ヤーサイドミーティング」でしたが、通常 

  例会となりました。お間違いなきようお願 

  いいたします。 

  

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

 ・高石ＲＣ 

  １０月１５日(火)→休 会   

 ・堺おおいずみＲＣ 

  １０月１６日(水)→１０月１１日(金) 

  「創立 35周年記念式典」へ変更 

   於:ホテル･アゴーラリージェンシー大阪堺 

 ・堺清陵ＲＣ 

  １０月２４日(木)→１０月２７日(日) 

  ＲＩ第２６４０地区 地区大会へ変更 

   於:ホテル･アゴーラリージェンシー大阪堺 

 ・堺東ＲＣ 

  １０月２９日(火)→１０月２７日(日) 

  ＲＩ第２６４０地区 地区大会へ変更 

   於:ホテル･アゴーラリージェンシー大阪堺 

 

 

 

 

木畑 清会員 城岡さんの卓話、楽しく、期待し 

       ています。 

那須宗弘会員 城岡さん卓話と今夜の講演会頑 

       張って下さい。 

那須宗弘会員 今日、私の寺に猿が逃げ込んだと  

       言って、網を持って警察が来まし 

       た。皆さんも帰路気を付けて下さ 

       い。 

城岡陽志会員 城岡先生、卓話ありがとうござい 

       ます。滑舌が悪いのはガマンして 

       聞きます。 

嶽盛和三会員 那須さん、お疲れ様です。講演会 

       当日になりました。チケットはけ 

       ましたか。講演会楽しみにしてお 

       ります。 

       城岡さん卓話楽しみにしており 

       ます。 

塩見 守会員 城岡さん本日の卓話楽しみにし 

       ています。今夜の講演会ですが、 

       5名参加させていただきます。 

池永隆昭会員 罰金です。 

            合計２９，０００円 

ＳＡＡ報告 

 

時間 

 

幹 事 報 告 

 

時間 
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看板設置場所 

 

<客引き未然防止看板> 

①堺区北瓦町2丁目 

②堺区南花田口町1丁目 

③堺区翁橋町1丁目 

④  〃 

 

<特殊詐欺未然防止看板> 

⑤堺区向陵中町2丁目 

⑥堺区北三国ケ丘町8丁目 

⑦堺区錦之町西1丁目 

⑧堺区東湊町1丁目 

⑨堺区昭和町通4丁目 

⑩堺区香ケ丘町1丁目 

 

堺警察署より 感謝状が贈呈されました 

 

時間 

 

9月24日（火）14：00～ 堺警察署におきまして、「特殊詐欺未然防止表示板」製作設置協力（下記

10か所）に対し、感謝状贈呈式があり、木畑会長、堀畑会員、池永社会奉仕委員長が出席されました。 

またこの贈呈式の様子、及び、実際の設置の様子は、ジェイコムテレビにて報道されました。 

花園大学同窓会 (クラブ内通称 「那須プロ」) 公開講演会の様子 

講師にはノーベル賞受賞の中村修二教授 

2019年9月27日（金）18：00～ 

於：堺市産業振興センター 

イベントホール 

 


