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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

本日の例会

前回の例会

2020 年 4 月 3 日(金)第 1876 回
卓 話 「ロータリー雑誌フォーラム」
卓話者

米澤 邦明 広報委員長

2020 年 3 月 27 日(金)第 1875 回
卓 話 「伊能忠敬
日本全体の地図を最初に作った人」

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・

卓話者

坂田 兼則 会員

今週の歌 「君が代」
「 奉仕の理想 」

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告

「バースデーソング」

〇会員・奥様誕生祝い(4 月度)
坂田兼則会員(2 日) 城岡陽志会員(19 日)

お客様紹介・出席報告・会長の時間・

三上美江様(14 日) 山中加須美様(23 日)

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告

池永智恵子様(29 日)

〇会員・奥様誕生祝い（３月度）

〇結婚記念祝い(4 月度）

北側一雄会員(2 日) 藤永 華恵様(17 日)

白木敦司会員(1 日) 堀畑好秀会員(9 日)
嶽盛和三会員(14 日) 笹山悦夫会員(15 日)

〇結婚記念祝い（３月度）
藤永 誉会員(17 日) 澤井久和会員(27 日)

次回の例会
2020 年 4 月 10 日(金)第 1877 回 夜間例会
18：00～ 於：南海グリル東店３階
時間
卓 話 「財団奨学生イタリア留学紀行」
卓話者
1987-88 年度ロータリー財団奨学生
同志社女子大学非常勤講師
梅林寺 住職 木下 大朗 様
紹介者
嶽盛 和三 会員

○皆出席表彰（３月度）
笹山悦夫会員（第７回）
＜3 月 27 日(金)の出席報告＞
会員数
29 名
出席会員
21 名
欠席会員
8名
ゲスト
0名
ビジター
0名
2 月 14 日(金)の出席率
96.55％

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）
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卓

い、角度については今でいう分度器を用い、六分

話

儀により天体観測を行い、方位を確認し、測量を
行ったようであります。

「伊能忠敬 日本全体の地図を最初に作った人」

それでも毎日 40 キロを移動したようです。117

坂田 兼則 会員

日間かけて測量し、帰宅後には測量データをもと
に３週間かけて蝦夷地地図を完成させたようで

伊能忠敬は、1745 年 1 月 11 日

す。

に千葉県の九十九里の小関という

２回目以降の測量については、一間（約 180 ㎝）

名主の家で生まれ、その後千葉県

ごとに印をつけた縄（間縄）を使って距離測量を

香取郡の酒造家 伊能三郎衛門の

行っております。そしてそれまでの測量により、

養子になりました。

子午線一度の距離を 28.2 里（約 112.8 キロ）と

そして酒造家を継いで、49 歳で長男に家督を

導き出すことに成功したといわれております。

譲り、単身江戸へ出て、天文・暦学を勉強するよ

第４回目の東海・北陸地方の測量を 1803 年に

うになり、その後地球の大きさに興味を持ち、そ

完了したときに、当初の目的であった地球の大き

の中で日本の正確な地図を作ろうと思い立ち 55

さを求める計算を始め、その結果約４万キロとい

歳で日本地図を作り始めました。

う数値にたどり着きました。

当時の江戸幕府では、日本中を探索するには幕

伊能忠孝が、70 歳で第 10 回目の測量を 1815 年

府の許可、すなわち通行手形が必要であり、その

に終了したときには、歩いた距離は約４万キロで

ため伊能忠敬は、幕府が興味をしめしていた、蝦

あり、それこそ地球１周分を歩いたことになった

夷地の地形図を作るという名目で幕府より許可

ようです。

を受け、最初に蝦夷地現在の北海道に着手しまし

ちなみに、明治維新により、明治政府が封建領

た。

主による土地所有を廃止し、土地売り払い令を発

蝦夷地にいるときに間宮林蔵と出会い、測量技

布し、四民に土地を売り払うのにその基礎とした

術を教え、間宮林蔵は樺太の測量を行っておりま

現在の土地登記簿 当時の土地台帳を作成し、地

す。

図を作った時の、土地の面積を測量した時も「歩

伊能忠敬が 55 歳、当時としては相当高齢でし

測」や「間縄」で測量したようですが、残念なが

たが、それから 17 年かけて７２歳まで 10 回日本

ら土地台帳や地図を作る目的は、伊能忠敬と違っ

全国の測量をおこない、日本地図を作っておりま

て、土地を市民に売却し税金（租税）を取る目的

す。

であったため、現在はその当時の測量図は無く、

ちなみに第一回目は 1800 年に蝦夷地で１１７

土地登記簿にその地番・地目・面積のみが記載さ

日間、第二回目は 1801 年に伊豆・東日本太平洋

れているだけであり、面積の根拠になる測量図が

側 230 日間、等 1815 年まで約 4000 日かけて日本

ないため、近年土地境界争いが多いものでありま

全国を測量しました。1817 年に完成した「伊能大

す。

図」は２１４枚で、それを合成した日本地図は、
現在の日本地図とほとんど大差なく正確なもの

この続きは又の機会にして、今日は終わりにい
たします。

であります。その後江戸幕府の役人でありました
勝海舟により編集され、
「大日本沿海略図」として
江戸幕府に置かれました。
第１回目の蝦夷地の測量は、伊能忠敬と従者 8
人に馬２頭で行い、測量方法も距離を測るのは一
定の歩幅約 70 ㎝になるような歩き方を訓練し、
複数の人間が同じ場所を歩いた歩数の平均値か
ら距離を計算するという「歩測」の方法でおこな
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水上 勉、芦屋雁之助、鈴木善幸
高松宮妃喜久子

会長の時間
「大阪の食文化について」
会長 木畑 清
懐石料理を総合芸術に高めた文
ゆ き ていいち
化功労者「湯木貞一」日本の伝統
の懐石料理を芸術にまで開花させ
た料理人は、料亭「𠮷兆」の創業者
湯木貞一
（1901～1997 年）
である。
まつだいらふまい
湯木は、24 歳のときに松平不昧の
「茶会記」で懐石に出会い、日本の四季折々の素
材に感動、料理を一生の仕事と定めたと言われる。
1930 年には、大阪で「御鯛茶処 𠮷兆」を開店。
フォアグラのような新しい素材を取り入れ、たで
酢や松花弁当を考案するなど、常に創造を続けた。
四季折々の特徴ある素材を生かし、茶の湯の精神
を融合させて、日本料理を総合芸術の域に高め、
1988 年には料理界では初めて文化功労者に選ば
れた。その料理は、フランスのアラン・デュカス,
ポール・ボキューズに大きな影響を与え、ヌーベ
ル・キュイジーヌのきっかけを作った。
また美術品の目利きとしても知られ、大阪市中央
区平之町に湯木美術館がある。

委員会報告
ホームページ委員会
ホームページ委員長 池田 茂雄
当クラブ・ホームページへのアク
セスが増えております。このところ、
毎日 60 件以上のアクセスがあり、
多くの人々に見てもらっておりま
す。トップページ右下にカウント表
示があるのでよく分かります。どの辺りからのアク
セスがあるのかプロバイダーサイドで調べてもら
いましたら、堺を中心にした大阪周辺からのアクセ
スが全体の「75%」
・東京周辺からのアクセスが「25％」
とのことです。更に、外国からのアクセスですが、
ここ 1 ヵ月間に、アメリカから「15 件」
・デンマー
クから「3 件」
・中国から「2 件」
・タイから「1 件」
・
トルコから「1 件」で計 22 件とのことです。非常に
嬉しいことではありますが、心配もあります。毎週
発行の週報が掲載されておりますので、会員の皆様、

「平成の時代を振り返って №.17」
平成 16 年
1 月 共産党、党網領全面改定、天皇制や自衛隊の
当面存続を認める。
5 月 裁判員法成立。重大刑事裁判審理に国民が参
加。
6 月 長崎県佐世保市で奨学 6 年女児が同級生を
殺害。
6 月 イラクの自衛隊が初めて多国籍軍に参加。
8 月 福井県の関西電力美浜原発で蒸気漏れ事故
5 人死亡。
10 月 平成 16 年新潟県中越地震で震度 7
死者 68 人。
国外
3 月 ＮＡＴＯに旧社会主義圏 79 国が加盟。
8 月 第 28 回アテネ五輪開催。日本は金 16、銀 9、
銅 12 で史上最多のメダル獲得。
9 月 中国共産党中央軍事委員会の江沢民主席辞
任、後任に胡錦濤。胡が党、国家、軍事の三
権を掌握。
（主な物故者）いかりや長介、金田一春彦

週報の原稿を書かれる際には、後日トラブルが起き
ないよう原稿にはくれぐれもご注意をお願いいた
します。また、特に広報委員会委員長さんや委員の
皆さんにも宜しくお願いいたします。
「子ども囲碁フエスタ」参加者からのアンケートの
なかに、ホームページ上に囲碁に役立つ記事も載せ
て欲しいとの声がありましたので、それにお応えす
べく囲碁の棋力向上に欠かせない格言集をアップ
いたしましたので、ご覧くださいませ。

社会奉仕委員会
「＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」
社会奉仕委員長 池永 隆昭
３月度の「ダメ ゼッタイ」募金
を行いました。
募金金額は、１３，５００円でし
た。皆様のご協力に感謝いたしま
す。
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「春の交通安全運動
街頭キャンペーン中止のお知らせ」
社会奉仕委員長 池永 隆昭

行ってしまったようで、また罰金
です。
合計２２，０００円
★米山奨学特別寄付
濵口正義会員・米澤邦明会員・嶽盛和三会員

令和 2 年「春の全国交通安全運動」は４月６
日(月)から１５日(水)の１０日間ですが、今回
街頭キャンペーンは新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため行わないとの連絡が入りまし
たのでお知らせいたします。

幹事報告
（１）配布物
・週報
・ロータリーの友 3 月号
・40 周年記念事業アンケート集計結果

ＳＡＡ報告

（２）他クラブ休会のお知らせ
・堺ＲＣ
９日、１６日、２３日、３０日(木)
→休 会
・堺東ＲＣ
４月７日(火)→休 会
・堺泉ヶ丘ＲＣ
４月７日、１４日、２１日、２８日(火)
→休 会
・堺清陵ＲＣ
４月９日(木)→休 会
・堺中ＲＣ
４月８日、１５日（水）→休 会

「今後の例会場設営について」
ＳＡＡ 塩見 守
新型コロナウイルスの影響を受
け、地区内 休会を決断されてい
るクラブもありますが、当クラブ
は状況を注視しながら、通常通り
の例会開催をいたしたく、感染予
防対策の一つとして席配置を円卓から学校形式
（同じ向きに着座）で会員同士の間隔をとる形
にし、3 月 27 日の例会より、当面の間実施いた
します。
急な変更にかかわりませず、ご理解、ご了承い
ただきありがとうございました。
会員各位には、日々体調にご留意いただき、く
れぐれも無理をされませんようお願いいたしま
す。

そ の 他
第９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、

◆ニコニコ報告
木畑 清会員 新型コロナウイルスが心配です。
皆様お身体大切にしてください。
城岡陽志会員 毛生え薬を1 ヶ月付けたら生えて
きました！
中川 澄会員 ささやかながら経済を回すため
うろうろしています。
永富久紀会員 久々の例会です。
嶽盛和三会員 お久しぶりです。
新型コロナウイルス、浮かれた人
類に試練を与えているとのこと
です。
藤永 誉会員 嫁様の誕生日お祝いありがとう
ございます。
どうもゴルフの神様がどっかに
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笹山、池永、綿谷、澤井、坂田
（会計監事：池田）
日 時 2020 年 3 月 27 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． ２月度９ＲＣ連絡会について － 報告
２. 2020-21 年度委員会委員の件 － 承認
３. 創立 40 周年記念事業について
・山口家住宅へのベンチ 2 脚補強完成
設置寄贈は山口家閉館中のため未定
４． 堺 9RC 互輪会延期について
５月１２日に延期
５． ４月１０日（金）拡大例会中止について
・今期は中止
・夜間 18：00～の通常例会とする － 承認

９ＲＣ連絡会

例会風景

２月度 堺９RC 新旧合同連絡会議事録
日時：2020 年 2 月 17 日（月）15：00～
場所：堺商工会議所

新型コロナウイルス感染防止の為、例会の席配置を
円卓から下記のように変更しました

議案

１．2019 年規定審議会による定款変更に基づく各
クラブ細則変更状況について（堺東 RC）
上記定款(標準)第 7 条第 2 節⒜の変更に伴う各
クラブ定款細則の対応状況は、本日現在、次の
とおりである。
①既に対応済みである →5RC（堺、堺南、堺東
南、堺おおいずみ、堺清陵）
②現在検討中である

→2RC（堺北、堺東）

③未定である

→2RC（堺泉ヶ丘、堺中）

２．
「クラブ奉仕委員会」取り扱い状況について
（堺東 RC）
2019～20 年度 2640 地区委員会活動方針（2019
年 7 月より実施）に伴う「クラブ管理運営委員
会」等各委員会組織の各クラブにおける現状に
ついて
各クラブが他クラブの委員会組織の情報を共
有するため、次回以降の当連絡会において各ク
ラブの委員会組織について報告をお願いする。
３．互輪会参加者のメークアップ扱いについて
（堺東 RC）
①8RC はメークアップ扱いとし、1RC はメーク
アップ扱いとしていない。
②次回の互輪会組み合わせについて、1RC から
希望があったほかは、ホストクラブにおいて原
則同一 RC 各 2 名の組み合わせとする。
４．その他
３月度 奥様お誕生日お祝いと結婚記念日
藤永 誉 会員

①映画「二宮金次郎」の再度の案内
（堺おおいずみ RC）
②堺市政記者クラブへの配布資料について
（堺おおいずみ RC）
③互輪会の残金（約 54 万円）の取り扱いにつ
いて（堺北 RC・堺おおいずみ RC）
今回は従前通りの表彰とし、次回に残金の使途
を検討する方向である。
④「堺かるた」協賛のお礼（堺清陵 RC）

第 7 回 皆出席表彰 笹山 悦夫 会員
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2020年～2021年度 理事役員・委員会委員一覧表
理

事 ・ 役

員

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

(役員)

塩見

守

国際奉仕

(理事)

宇瀨 治夫

(役員)

藤永

誉

(役員)

池田 茂雄

会

Ｓ
会

事
Ａ Ａ
計

副幹事 綿谷 伸一

直前会長 木畑

清（役員）

副ＳＡＡ 笹山 悦夫

(会計監事 坂田 兼則)

直前幹事 中田

学

そ の 他

相談役会
部

幹事 宇瀨治夫
門

委員会名

構成員は主として
会長経験者

目的＝クラブ発展に向けての提言及び
人材育成

委員長

副委員長

会員増強委員会

嶽盛 和三

城岡 陽志

堀畑・國井・宇瀨・北側・中川・奥野・
田口・濵口・藤永・永富・平野

親睦活動委員会

澤井 久和

笹山 悦夫

宇瀨・奥野・國井・城岡・澤井・坂田・
辰・笹山・中川・米澤・綿谷・池永・
永富・白木

広報委員会

坂田 兼則

池田 茂雄

國井・田口・笹山・永富

ホームページ委員会

池田 茂雄

笹山 悦夫

米澤・藤永

出席委員会

那須 宗弘

白木 敦司

池永・綿谷

職業奉仕委員会

城岡 陽志

永富 久紀

那須・奥野・三上・泉谷

社会奉仕委員会

池永 隆昭

中田 学

藤永・那須・坂田・白木

新世代委員会

平野 祥之

藤永 誉

澤井・白木

国際奉仕委員会

宇瀨 治夫

綿谷 伸一

嶽盛・平野・澤井・泉谷・池永

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会

國井

田口

隆

堀畑・濵口・嶽盛

嶽盛 和三

池田・北側・濵口

クラブ奉仕部門
担当理事 澤井久和

職業奉仕部門

委

員

担当理事 城岡陽志
社会奉仕部門
担当理事 池永隆昭
国際奉仕部門

担当理事 宇瀨治夫

米山奨学委員会

豊

米澤 邦明

（米山カウンセラー： 米澤邦明）

会長直轄委員会

囲碁大会準備委員会

同好会名

同 好 会

副委員長
塩見・藤永・
池永

委員長
宇瀨 治夫

会員全員

代表世話人

世話人

写真同好会

藤永

誉

米澤

ゴルフ同好会

塩見

守

藤永・中田

歩こう会

中川

澄

綿谷・藤永・笹山

グルメの会

木畑

清

綿谷

囲碁同好会

池田 茂雄

宇瀨

伝統文化愛好会

藤永

奥野・木畑
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誉

