
前回の例会 

2019年 12月 6日(金)第 1863回 

卓 話 「物の始まりは堺から顧みて」 

卓話者 宇瀨 治夫 会員 

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・年次総会 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い（12月度）  

泉谷一郎会員(4日) 

塩見直子様(3日)   嶽盛幸子様(25日) 

堀畑キヌ子様(26日) 澤井ふみ様(30日)  

〇結婚記念祝い（12月度）    

泉谷一郎会員(4日)  

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

2019年 12月 13日第 1863号 

 

2019年 12月 13日(金)第 1864回 

卓 話 「 上半期を顧みて 」 

卓話者   木畑 清 会長 

今週の歌  「日も風も星も」 

     「堺北ＲＣの歌」 

     「ジングルベル」 

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 

 

 

 

2019-20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 
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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）  
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創立 1980年 10月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

2019年 12月 21日(土)第 1865回 

忘 年 家 族 例 会 

17：30～（17：00～受付） 

於：大阪マリオット都ホテル（天王寺） 

20Ｆ「茜」 

＊尚、12月 20日（金）の例会は上記に変更  

 いたします。 

 

 

＜12月6日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            16名 
欠席会員              14名 

   ゲスト             0名 
   ビジター            0名 
11月10日(日)の出席率     93.33％ 



 

 

 

   「 物の始まりは堺から顧みて 」 

        会員 宇瀨 治夫 

 

 先日の三上会員の卓話では、ア

サヒビールの発祥の地、堺として

も有名であることを知りました。 

物の始まりは堺からとよく言われ

ていますが、少し調べてみました。 

 令和元年に大阪初の世界遺産と

なった、世界最大の墳墓である仁徳天皇陵古墳を

はじめとする百舌鳥古墳群。世界遺産に成った途

端、何か少し盛り上がりに欠けるような気がして

います。 

由緒ある多くの寺社、北旅籠町周辺の古い町並み

や、千利休により大成された茶の湯の文化、刃物・

線香・自転車などの伝統産業といった豊かな歴史

文化に恵まれています。仁徳天皇陵古墳のある街、

千利休の生まれた街。 

山号を龍谷山、俗称松の寺といい、豪商谷正安を

開基、沢庵宗彭(しゅうぼう)を開山とする。 

徳川時代の初め、沢庵に帰依する正安は、夭折(よ

うせつ)した子供の菩提のため寺院創建を発願し

た。だがそのころ、新地での寺院建立は法で禁じ

られていた。折しも大坂夏の陣（元和元年＝1615）

で焼失した南宗寺の復興に尽力していた沢庵は、

同じく夏の陣で焼失した海会寺(うみかいじ)を

南宗寺山内に移転再建し、その跡地に新寺を建立

することにした。寛永 2年（1625）から同 5年に

かけて正安は海会寺跡地に方丈(ほうじょう)、庫

裡などを造営、瑞泉寺と号して沢庵を勧請(かん

じょう)開山に迎えた。これに伴い南宗寺と法類

の縁が結ばれた。その後、同 9年に祥雲庵、同 16

年に祥雲寺と寺号を改めた。 

正保 2年（1645）12月に沢庵が寂して後は、しば

らく住職不在であったが、珍しいところでは金魚

です。金魚の産地といえば、奈良県大和郡山市な

どが有名ですが、あまり知られてはいませんが、

文亀(ぶんき)二年（1502）遣明貿易で栄えた堺の

港に、はじめて原産地中国からもたらされました。

その時の金魚は赤・白・黒の三種類でした。十八

世紀半ば、金魚についての本「金魚養玩(ようが

ん)草(くさ)」をはじめて書いたのも堺の人で、そ

れには金魚のよしあし、オスメスの見分け方、病

気とその治し方が書かれています。 

 また、永禄五年（1562）、堺の琵琶法師に琉球帰

りの船乗りがみやげに持ち帰った珍しい楽器（サ

ムシェン）－これが三味線のはじまりです。中小

路法師はこの楽器の二本の弦を三本に、丸い胴の

部分を角形に、その皮を蛇のかわりに猫の皮に改

良し三味線の原型が誕生したのです。琉球みやげ

の楽器がはじめから三弦だったという説もあり

ますが、日本独特の三味線を考案したのは、堺の

琵琶法師の音への執念にちがいないのです。 

 職人といえば、それまで熟練工が一足ずつ仕上

げ一日三足ぐらいの足袋製造を、明治二十八年に

福助足袋の創業者辻本福松が、ドイツ製の靴縫機

械を改良してその機械化に成功しました。足袋縫

ミシンの特許第一号も取得しています。 

明治初めの輸入セルロイドの加工から、明治後半

には堺セルロイドがわが国初のセルロイド工場

を建設し、明治四十三年にその製造が開始されま

した。これが今日の株式会社ダイセルの基礎とな

りました。堺への工場立地はセルロイド製造に最

も重要な良質の水として、大和川や酒づくりに適

した井戸水があったからです。 

 堺には多くの有名人がいます。あまり知られて

いないかもしれない堺に縁のある有名人は橋田

壽賀子さん 94歳、日本統治時代の京城（現：大韓

民国・ソウル）で 1925年（大正 14年）に、旧大

日本帝国外地生まれの日本人として生誕する。勉

学のため帰国するまでの9年間を朝鮮で過ごした

のち。大阪府立堺高等女學校（現：大阪府立泉陽

高等学校）、日本女子大学文学部国文学科卒業（卒

業論文は「新古今和歌集における<つ>と<ね>の研

究」）。この後、東京大学を受験するも失敗。学者

になる事を諦め同時に受験をしていた早稲田大

学文学部国文科に入学、その後芸術科に転科の演

劇専修に移り、中退。女学校時代は文章が苦手だ

った。その当時、日本軍兵隊への慰問文がコンク

ールで入賞したこともあったが、それは母が壽賀

子の名前を使って書いたものであった。  

早稲田大学在学中には学生劇団「小羊座」に入っ

て役者を務めたほか、久板栄二郎の脚本塾に通っ

て演劇の執筆を始めた。  

1949年（昭和 24年）、松竹に入社して脚本部所属

卓  話 

 



となり、松竹最初の女性社員となった。最初の脚

本の仕事は、1950年（昭和 25年）41歳の誕生日

であり、東京放送の創立記念日でもある 1966 年

（昭和 41年）5月 10日、当時 TBSプロデューサ

ーだった岩崎嘉一（誕生日の関係で 5歳あるいは

4 歳下）と結婚。結婚式の仲人は石井ふく子が務

めた。岩崎が 1988年 9月 24日に肺腺がんの宣告

を受け、もしこのことを夫が知ったら自殺するの

ではないかと思い、「夫には本当のことを言わな

いでください。お願いします」、懇願する橋田に医

師は渋々、「では肋膜炎ということに」と答えた 

ＮＨＫ・ＢＳドラマのおしん本放送の人気ぶりか

ら『オシンドローム』と呼ばれるほどの社会現象

を巻き起こした。この『オシンドローム』という

言葉はアメリカのニュース雑誌「タイム」のフリ

ー記者であるジェーン・コンドンが紙上で掲載し

たもので、中曽根の言動を模したようなものに

「おしん、家康、隆の里」というのがあるが、中

曽根康弘首相は「おしん、康弘、隆の里」と自ら

を 2名に準えて表現し、混迷する政局を耐え忍ぶ

姿を自戒している。「隆の里」とは 31歳で第 59代

横綱に昇進し、新横綱全勝優勝を遂げた力士・隆

の里俊英の事で、苦難を越えて昇進した人物像か

ら「おしん横綱」という愛称を持つ。 

田中角栄も極貧の生まれから一代で身を起こし

た己の人生と『おしん』を照らし合わせて、涙な

がらに「俺は男おしんだ」と語っている。嫁姑戦

争の舞台となった佐賀県では、「佐賀の女性はこ

んなのではない」「県のイメージダウンになる」と

NHK 佐賀放送局に抗議の電話が殺到、NHK が「も

う少し見てもらえれば真意を汲み取ってもらえ

る」と釈明を出す必要に迫られた。この時、姑を

演じた高森和子はテレビのトーク番組に出演し

「あれは演技の上ですよ」と苦笑しながら釈明し

ている。ドラマと現実の区別がつかなくなった熱

狂的な視聴者が、おしん役の小林綾子や母ふじを

演じた泉ピン子宛てに白米を送ったり、おしんに

渡してほしいと、NHK に多額の金銭が送ってこら

れることもしばしばあった。作中でおしんの父・

作造がおしんやふじに厳しく接するため、作造役

の伊東四朗宅に石が投げ込まれたり「お宅のご主

人は娘に厳しすぎる」と視聴者が抗議に訪れ、家

人が「あれはそういう役」「うちには娘はいない」

と応対するも最後には庭先で口論になったこと

もあったという。おしんと対立した姑を演じた高

森和子は町中でにらみつけられたり、苦情を言わ

れたこともあった。 

世界 68 か国放映されております。海外初の放映

は 1984 年のシンガポールで、日本で放送を見て

ファンとなった駐日シンガポール大使の要望に

より実現しました。 

日本のドラマは受け入れられていないエジプト

では1993年に放映された。カイロでは、『おしん』

放映時間に停電が発生、放送を観られないことに

怒った視聴者が電力会社やテレビ局に大挙押し

掛け、投石や放火等の暴動を起こすという事件が

あった。その後、政府が該当話の再放送を約束す

る声明を出し、事態はようやく収束した。2018年

放映のNHK番組の取材によると、エジプトでは「お

しん」という名前は、働き者で正直者、向上心が

あって賢いというイメージがあり、放送から25年

たった今でも店名や社名に「おしん」を使う例が

みられるほか、子供にはイスラム教に関連する名

前をつけることが一般的である中、「おしん」と名

付けられた女性たちもいた、当初は前例がないと

いう理由で市役所に断られ、裁判に訴えた者まで

あったという。 

イランでは『家を離れて幾年月』という題で 1986

年にイラン国営テレビでの放映されたが最高視

聴率 90%超を記録する人気となり、戦争で夫や息

子を失う等、受難と物資不足を経験していた当時

のイラン人の激しい共感を呼んだ。「おしん」の子

供時代の部分のみがまとめられ、青少年向け映画

として上映されることもあった。おしん夫婦が経

営した子供服製造所の名前から、イランでは俗に

古着屋のことを「タナクラ店」、古着のことを「タ

ナクラ服」とも呼ぶ。日本人旅行者がイラン国内

で銃を突きつけられ、スパイ容疑で尋問された際

に司令官がおしんファンで難を逃れた等の逸話

もある。 

 

 

 

   会長・候補者指名委員会 代表 木畑 清 

 

それでは、堺北ロータリークラブ細則第 5条「会

合」第１節の規定に基づき、「年次総会」を開催い

たします。議案は次の通りです。 

年 次 総 会 



１.  2020-21年度理事・役員の件 

（週報後方ページに掲載） 

２． 2022-23年度会長・幹事の件 

     会長候補に 塩見 守 会員 

     幹事候補に 藤永 誉 会員  

同意される方は、拍手をもって賛意を示して下さ

い。 

会員数 30 名、出席会員 17 名で、クラブ細則第 5 

条第 3節の規定により定足しており、会員総会は

有効に成立。上記 2議案、賛成多数で承認を得ま

した。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 会長 木畑 清 

 

 今月 25日はクリスマスです。 

クリスマスは本来「キリスト（救世

主）ミサ（礼拝）」が行われる日です。

約 2000 年前ユダヤ教では、誕生日

を決めなかった。だから誕生を祝う

日で誕生日ではないそうです。心温まる話がコラ

ムに載っていましたので紹介します。 

1905 年米国の新聞に「賢者の贈りもの」という、

オー・ヘンリーの短編が掲載されました。1952年

日本で岩波書店から出版されました。 

本の内容は［ 貧しい夫婦が互いにクリスマスプ

レゼントを用意します。妻デラは自分の長い髪と

引き換えに、夫ジムの宝物である金時計に似合う

鎖を買いました。ところが夫ジムは金時計を売り、

妻デラの美しい髪に似合う櫛を用意していまし

た ］ 

某大学の教授は、「自己犠牲の上に、互いを思いや

る気持ちや贈り物に心をのせた物語が、日本人の

心に響いた」とコメントを書いています。 

 

    「平成の時代を振り返って №.11」 

平成 10年 

2月 第 18回冬季五輪長野大会開幕 

   日本は計 10個のメダルを獲得 

3月  特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）成立 

6月  金融監督庁発足 

10月 金大中韓国大統領が来日。天皇陛下が過 

   去の朝鮮半島支配を「深い悲しみ」と表 

   現 

国外 

5月 欧州連合（ＥＵ）首脳会談 

   99年 1月の単一通貨〈ユーロ〉への統合    

   を決定（11ヶ国参加） 

5月 インド、地下核実験を強行 

8月  北朝鮮ミサイル〈テポドン〉1号を発射 

   日本上空を超えて三陸沖に着弾 

   （主な物故者）石ノ森章太郎、黒澤 明、  

    宇野宗佑、淀川長治、横井英樹 

 

 

 

（１）配布物 

   ・週報  ・年次総会資料 

 

（２）年末年始例会変更・休会のお知らせ 

 年末年始は例会変更や休会が多くなりますの 

 で、今一度ご確認いただきまして、お間違い 

 なきようよろしくお願いいたします。 

◆12月 20日（金）⇒12月 21日（土） 

 「忘年家族例会」へ変更 

  17：30～（受付 17時～） 

 於：マリオットホテル都大阪 20階「茜」 

◆12月 27日（金）⇒ 休 会 

◆2020年 1月 3日（金）⇒同日 10：30集合 

 「特別例会 開口神社参拝」 

  集合場所 ： 開口神社境内  

◆2020年 1月 10日（金）⇒1月 9日（木） 

 「堺 9ＲＣ新春合同例会・互礼会」 

  ホストです！！ご協力お願いします。 

＊1月 17日（金）より通常例会となります。 

 

 

 

木畑 清会員 柿をありがとうございます。 

城岡陽志会員 昨日、宇瀨会員、藤永会員とゴル 

       フに行きました。二人と朝、昼ニ 

       ギリましたが全敗してしまいま 

       した。考えられない！このメンバ 

       ーに負けるなどあり得ない！ 

中田 学会員 北輪会メンバー少ないです。 

       那須会員行きましょう。 

会長の時間  

 

ＳＡＡ報告 

幹 事 報 告 

 

時間 

 



澤井久和会員 本日、欠席させて頂きます。 

       フローム ホノルル Ａloha！ 

藤永 誉会員 つたないＳＡＡで申し訳ござい 

       ません。 

平野祥之会員 久しぶりで、スミマセン。 

       城岡さん、今日、また取材を受け 

       られるようで、テレビ、また楽し 

       みにしています。 

            合計１４，０００円 

 

 

 

【地区 オンツーホノルル委員会より】 

    オンツー・ホノルル国際大会 

     ご参加・登録のご案内 

 ガバナー 中野 均 

オンツー・ホノルル委員長 姫野 晃 

 

 2020年 6月 6日～10日にホノルルでの国際大

会が開催されます。（7か月前）早期登録による割

引の最終日１２月１５日が迫ってまいりました。

この機会を逃すと来年３月３１日が事前登録に

よる割引の最終日になります。是非ともこの機会

に登録をお済ませ下さい。委員会では、2020年 6

月７日2640地区ナイトを手作りにて企画中です、

ご参加よろしくお願い申し上げます。後日案内い

たします。   

 また、今回は、地区主催ツアーの企画は、ござ

いません。クラブ又はグループでお手配の上、ご

参加くださいますよう重ねてお願い申し上げま

す。尚、航空券・ホテル手配にてお困りの会員様

は、オンツー・ホノルル委員長 姫野 晃 

☎080-3830-3776までお問合せ下さい。      

          記 

□ ～１２月１５日まで 登録料＄４５０ 

□ １２月１６日～２０２０年３月３１日まで    

  登録料＄５５０ 

 

第６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１２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   

１．１１月度 ９ＲＣ連絡会について  

  ・案件無いため中止 

２. 令和 2年年 1月 3日（金）の例会を「特別例 

  会 開口神社参拝」へ変更の件  

  - 承認 

３. 下半期会費の件  

  ・令和 2年 1月 6日発送 – 承認 

４．次年度「第 10回子ども囲碁フェスタ・堺」 

  開催時期について 

  ・例年通り 11月に開催 - 承認 

５. 事務局 冬期賞与の件 

  ・例年通り支給 – 承認 

６．事務局 冬期休暇の件 

  ・12月 28日（土）～1月 5日（日） 

   但し 1月 3日特別例会は出勤 – 承認 

７.  その他 

 ・小西幹夫会員が 12月末日をもって退会の件 

  – 承認 

  令和 2年 1月末日でお店を閉店の為、結婚記 

  念日お祝いの食事券をそれまでに使用して 

  ください。今後の結婚記念日お祝いの品を検 

  討中。 

 ・新春合同例会のホスト、40周年記念行事も控 

  えているため、ネクタイ（女性会員はスカー 

  フ）を揃える。 

  - 承認 使用後は事務局で保管する。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 

     今週の歌「ジングルベル」 

 

走れそりよ 風のように 

雪の中を 軽く早く 

笑い声を 雪にまけば 

明るいひかりの 花になるよ 

ジングルベル ジングルベル 鈴が鳴る 

鈴のリズムに ひかりの輪が舞う 

ジングルベル ジングルベル 鈴が鳴る 

森に林に 響きながら 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苗字・名 読み方 分布・発祥 備 考 

一 にのまえ  「一」は「ニ」の前の数字であることから 

御法川 みのりかわ  みの・もんたが有名です 

口分田 くもで 滋賀県＞兵庫

県＞東京都 

 

十八女 さかり  １８歳の女性は・・・ 

春夏冬 あきなし  春夏冬二升五合 

小浮気 おぶき 千葉県北部 絶滅寸前（全国に４世帯）小さな湿地帯とい

う意味が語源 下総国相馬郡小浮気邑発祥 

鏑流馬 やぶさめ 鹿児島県＞ 

福岡県 

※「流鏑馬(やぶさめ)」ではない 

浮気 うきぎ 静岡県  

物集女 もずめ 神奈川県  

蓼丸 たでまる 広島県 絶滅寸前（全国に１世帯詳細不明）  

綾瀬はるかの本名は蓼丸綾 

会長　　　　　（役員） 山中喜八郎 クラブ奉仕   （理事） 澤井久和

会長エレクト （役員） 中川　澄 職業奉仕      （理事） 城岡陽志

副会長       （役員） 塩見　 守 社会奉仕     （理事） 池永隆昭

幹事          （役員） 塩見　守 国際奉仕     （理事） 宇瀨治夫

SAA           (役員） 藤永　誉

会計          （役員） 池田茂雄

副幹事　綿谷伸一 直前会長　木畑　清（役員） 直前幹事　中田　学

副SAA　笹山悦夫 （会計監事　坂田兼則）
その他

２０２０年～２０２１年度　　理事・役員　（選考案）

候補者指名委員会　代表　木畑　清

堺北ロータリークラブ

理事・役員

難 読 人 名 ク イ ズ 
皆さんの周りに珍しい苗字の方がいらっしゃいますか？現在日本には約30万種類の名字がありま

す。政府の調査期間や全国電話帳データを元に実際にいることが確認出来ているデータのランキング

よると、日本全国で1番多い人口の苗字は「佐藤」で約190万人です。下記には難読の苗字を集め

てみました。さて皆さんは読めますか？ 


