
前回の例会 

2020年 1月 24日(金)第 1869回 

卓 話  「妙國寺の蘇鉄と当クラブ」 

卓話者  講談師 四代目 玉田玉秀斎 師匠 

紹介者  池田 茂雄 会員 

今週の歌  「 日も風も星も 」 

     「 堺北ＲＣの歌 」 

     「ラジオ体操の歌」 

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 

〇皆出席表彰（1月度）  

  藤永 誉 会員（第８回） 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

2020年 1月 31日第・第 1869号 

 

 2020年 1月 31日(金)第 1870回 

卓 話 「飯塚国際車いすテニス大会と 

              マチづくり」 

卓話者  株式会社 PHOENIX ACADEMY 

     代表取締役  太田 有紀 様 

紹介者  平野 祥之 会員 

今週の歌  「我らの生業 」 

     「 冬の星座 」 

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 

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 

 

 2020年 2月 7日(金)第 1871回 

      「 テーブル会議 」 

テーマ「創立 40周年記念事業他について」 

＜1月24日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           29名 
出席会員           19名 
欠席会員             10名 

    ゲスト            1名 
    ビジター           1名 
 1月3日(金)の出席率     96.55％ 

今週の歌 「冬の星座」 

 

  木枯しとだえて さゆる空より 

  地上に降りしく 奇（くす）しき光よ 

  ものみないこえる しじまの中に 

  きらめき揺れつつ 星座はめぐる 

 

  ほのぼの明かりて 流るる銀河 

  オリオン舞い立ち スバルはさざめく 

  無窮をゆびさす 北斗の針と 

  きらめき揺れつつ 星座はめぐる 
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「四代目 玉田玉秀斎 師匠ご紹介」 

紹介者 池田 茂雄 会員 

 

 玉田玉秀斎師匠は、2001年、現

在の旭堂南陵師匠に入門。その

後、師匠のお薦めもあり 2016年に

四代目 玉田玉秀斎を襲名されまし

た。大阪市出身で、高校時代には

ロータリー交換留学生としてスウェーデンに長

期留学をされました。帰国後、大阪市立大学 法

学部に入学されました。2004年にはロータリー

からＧＳＥ派遣でブラジルを 5週間訪問され、

ポルトガル語で講談もされました。このように

ロータリーにご縁の深いお方でいらっしゃいま

す。 

現在 3か国語が語れる講談師としてご活躍中で

ございます。 

 

 

     「妙國寺の蘇鉄と当クラブ」 

講談師 四代目 玉田玉秀斎 師匠 

 

 高校時代にロータリー青

少年交換留学生としてスウ

ェーデンに留学させて頂

き、日本への興味を持たせ

て頂くことができました。 

さらに講談師になってから

GSEプログラムでブラジル

に派遣して頂き、そこでポルトガル語講談に挑

戦させて頂きました。 

講談師への扉、そして外国語講談への挑戦のき

っかけを与えて下さったロータリーの皆様へ 

感謝の気持ちでお話させて頂きます。 

 

 さて、講談は人の歴史を語るのが仕事です。 

 今回、お話するのは、妙国寺の蘇鉄。貴クラ

ブのバナーにも使われております。 

この蘇鉄にまつわる不思議な物語を一席おつき

あいください。 

 飛ぶ鳥を落とす勢いの織田信長は頻繁に堺に

やってきて妙国寺に泊まっておりました。 

安土城を作るにあたって、目に留まったのが妙

国寺の蘇鉄。 

あまりに珍しいのでどうしてもこの蘇鉄が欲し

い。 

強引に安土城に蘇鉄を移植することにしまし

た。 

ところが、南国育ちの蘇鉄。冬の安土は叡山お

ろしの山風にさらされ、寒い。 

どんどんと枯れ、中が空洞になっていく。 

そこに風が通り抜けると、「帰りたい、帰りた

い」と叫んでいるように聞こえ出しました。 

怒った信長は「伐ってしまえ」と命令しました

が、斧を下した瞬間、血がドバっと噴き出しま

した。 

これは蘇鉄の中にできた空洞にたまった雨水が

酸化したので、赤くなったんですが、 

当時はそんな知識はまだありません。 

「この木は生きている！」怖くて誰も近づけま

せん。 

「ならば、燃やしてしまえ」大火であぶり始め

ましたが、中の水が蒸発し、上空でとぐろ巻き

だした。 

それがまさに龍に見えました。 

さすがの信長もこれには恐怖、「すぐにこの蘇

鉄、妙国寺に返すのじゃ」 

こうして、妙国寺に帰ってきた蘇鉄はボロボロ

になっておりましたが、千日にわたるお経をあ

げた結果、見事に蘇ったのでした。 

現在でも霊木としてこの蘇鉄、妙国寺でご覧頂

けます。 

 

妙国寺の蘇鉄の一席でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妙国寺の蘇鉄 

 

卓  話 
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会長 木畑 清 

 

 令和 2 年の新春合同例会が皆様

のご尽力により、無事終える事が

出来ました。本当に有難うござい

ました。 

 先々週は体調不良で休ませてい

ただきました。副会長、幹事、ＳＡ

Ａの皆様で運営していただきました。ご苦労様で

した。 

 今回の言葉は『 笑 』より引用させていただき

ます。 

 ◎屏風と商売･･･拡げ過ぎると倒れまっせ 

         そこそこしときや 

        うらぎらない 

 ◎三つの約束 うらまない    

        うぬぼれない 

    感謝の気持ちを忘れない 

 ◎寄道、脇道、回り道、ままにならない人の道 

  ほんまに苦労しまんな へどなこれが人生な 

  んや 笑てなはれや 

 

 

「平成の時代を振り返って №.12」 

平成 11年 

3月 ･金融再生委員会、大手銀行 15行に。 

   総額 7 兆 4592 億円の公的資金投入を承認。 

  ･日産自動車が仏ルノーと資本提携調印。 

   カルロス・ゴーンが最高執行責任者に就任。 

7月  2000年から両院に憲法調査会設置。 

9月  茨城県東海村の核燃料加工会社ＪＣＯの 

   施設で臨界事故発生。 

12月 沖縄県名護市議会、普天間基地の代替施設 

   受け入れ決議。 

国外 

1月  単一通貨ユーロ誕生。 

6月  黄海の韓国領内に侵入した北朝鮮艦艇と韓 

   国側が銃撃戦。 

8月  トルコ大地震で死者約 1万 8000人。 

12月 ポルトガル、中国にマカオを返還。 

 

 

 

 

  

 

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 

 

 さて、恒例となっております仁徳

天皇陵の清掃奉仕「仁徳稜をまもり

隊」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２年３月８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。 

 持参する物：特に必要なし 

   道具等は社会奉仕委員会で用意致します。 

   ＊雨天等の関係で中止の場合、参加予定者 

    の皆様に当方（池永）より午前７：５０ 

    頃までにご連絡いたします。 

    尚、雨天中止の場合には、 

    次回予定が３月1５日（日）となります。 

   ＊名簿の提出がありますので、参加いただ 

    ける方は2月14日までに事務局までご 

    連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

     

   「＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」 

           社会奉仕委員長 池永 隆昭 

 

 1月度の「ダメ ゼッタイ」 

募金を行いました。 

募金金額は、５，０００円でし

た。 皆様のご協力に感謝いたし

ます。 

会長の時間  委員会報告 

 

時間 
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例会でラジオ体操② 
 

今回は「大阪弁のラジオ体操」 
です！大阪弁の独特な指導で、 
笑いもあり、体だけでなく心も 
顔もほぐれました。 
あぁ～おもろかったぁ～ 

  

 

木畑 清会員 前回お休みさせていただきまし 

       た。令和初の新春合同例会のお世  

       話になりありがとうございまし 

       た。体調回復に頑張ります。 

池田茂雄会員 四代目 玉田玉秀斎師匠ようこそ 

       お越し下さいました。 

       有難うございます。 

奥野圭作会員 玉田玉秀斎様、ようこそお越しく 

       ださいました。宜しくお願いいた 

       します。 

永富久紀会員 開口神社、干支置物をいただきま 

       して。 

三上尚嘉会員 干支置物、遅れてすみません。 

       今年も皆様にとりまして幸せで 

       健やかな年になりますよう 

       お祈り申し上げます。 

城岡陽志会員 おもしろい体操ありがとう！ 

       早速会社でパクります。 

嶽盛和三会員 玉田玉秀斎師匠楽しみにしてお 

       ります。 

       吉野さんお久しぶりです。ごゆっ 

       くりしていって下さい。 

             合計１８，０００円 

 

 

 

1）配布物 

  ・週報 ・ロータリーの友 1月号 

 

2）「堺かるた」大会のご案内 

 令和 2年 2月 1日（土）午後 1時～ 

堺市立市小学校体育館において子どもたちの 

競技大会が開催されます。 

ご関心ある方は是非ご来場いただき、子どもた 

ちの「堺かるた」に取り組む様子をご覧いただ 

きますようお願いいたします。 

「堺かるた」の会事務局 

 協力：堺清陵ロータリークラブ 

 

3）他クラブ例会変更のお知らせ 

・高石ロータリークラブ 

 2月 25日(火)→休会 

・堺おおいずみロータリークラブ 

 2月 19日(水)→同日夜間例会 

 於：昌久園 堺天神店 

 

幹事報告 

ＳＡＡ報告 

♪ほな ぼちぼちやりまっかぁ～ 

♬いきらんと反らしてやぁ～ 

   ♬またやりまひょなぁ～ 

♪深呼吸でおしまいやから気ぃ抜いたらあきまへんで～ 

例 会 風 景 

1月度皆出席表彰  

   藤永 誉 会員（第８回） 


