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2020年 5月 1日 例会自粛中・特別号（№2） 

 

感染拡大に備える改正特別措置法（新型コロナ 

特措法）に基づき緊急事態宣言発令中につき 

 

 

 

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：池田茂雄 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

コロナウイルスによる自粛で、人とのつながりを遠

ざけられてしまっている私たち。自粛しコロナに負

けずに、命を大切にすればまた君に会える！ 

素敵な短歌を見つけましたのでご紹介します。          

            広報委員長 米澤 邦明 

〇会員・奥様誕生祝い（5月度） 

坂田多英様（2日）  

〇結婚記念祝い（5月度） 

城岡陽志会員(2日)  田口 隆会員(4 日) 

永富久紀会員(4日) 濵口正義会員(15日) 

 

下記例会は定款第 7 条第 1 節（ｄ）（3）の規定に
より臨時休会いたしました。 
・3月6日(金)「出羽海部屋ちゃんこ例会」 
・3月13日(金) 通常例会 
・4月10日(金) 「ロータリーデー・拡大例会」 
・4月17日(金) 通常例会 
・4月24日(金)  通常例会 
 
 5月1日(金)は定款第7条第1節により休会 
 （年度始まり当初からの休会の予定でした） 
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               会長 木畑 清 

 

 新型コロナウイルスによって、

日常生活は先が見通せない状況に

なっています。 

会員の皆様方、如何お過ごしです

か。無事を願います。 

例会自粛中の週報 特別号の会長

の時間は、大阪の食についての新聞記事をご紹介

いたします。 

  

 「白身の刺身こそ大阪の味」 

真山 仁 

「大阪人は、白身の刺身が好き」 東京でそう言

うと、「白身が旨い」店を紹介してくれる。 

その度に、私は無口になる。口を開いたら、「おま

えら、何もわかってへん」と言いそうだからだ。 

白身の刺身のおいしさは、第一に歯ごたえにある。

透き通るような身を噛むと、しなやかな弾力があ

り、やがて筋肉にでも触れたような歯ごたえにぶ

つかる。それは、イカのそれとは異なるし、肉と

も違う。敢えて言えば、よくできた麺のコシに近

い食感だ。その時に、特有の淡いうま味が広がる。

これが、第二の口福。これぞ、関西の味の真髄と

言われる「旨味」だと私は思っている。関西は薄

味文化だというが、厳密に言うと、この旨味こそ

が生命線なのだ。 

ヒラメ（夏ならマコガレイ）は、薄造りにして、

ゆずポン酢で食べる。旨味とゆずの爽やかな香り

が絶妙に化学反応を起こす瞬間、至福が訪れる。 

鯛の場合なら、少し厚めに切って明石の潮流で鍛

えた力強い弾力を楽しむ。これもまた格別。 

いずれも甲乙つけ難いが、白身好きにはそれだけ

では物足りない。やはりフグ刺しに勝るものはな

いのである。てっさの異名を持つそれは、仄かな

松葉のような香りがする。何より透けるほど薄く

切っても噛みきれない弾力が身上だ。この極上の

歯ごたえを、大阪では「いかっている」という。 

 こうした白身の愉しみを東日本の人に話して

も、今一つ共感を得られない。それは、食文化に

影響するのだろう。東日本は、マグロ、カツオ、

アジ、サバという脂が乗りしっかりとした味の魚

が豊富だ。ある東京人に「白身は、味がしない」

と言われたこともある。また、白身の質そのもの

が、東西で異なるのを、最近知った。東北の店で、

取れたての魚を競り落とし刺身で食べる趣向の

店があって、ヒラメを競り落とした。 

 その場で食べて、愕然とした。 

 歯ごたえなし、甘み、香りも微妙だったのだ。

だが、魚は活きが良かったし、見た目も美味しそ

うだった。この違いは海にあるようだ。 

 大阪人が美味いと思う白身の多くは、瀬戸内海

で獲られたものだ。瀬戸内は潮の流れが複雑で、

そこに住む魚も皆、日々潮の中で揉まれながら生

きている。そのため、身が締まり、旨味も出るの

だという。 

 人間も魚も、荒波に揉まれてこそ味が出る―。

日々、ボケだのツッコミだのと会話の応酬に揉ま

れる関西人の矜持は、白身の味に凝縮されている

のかもしれない。 

 

「平成の時代を振り返って №19」 

平成 19年 

1月 防衛省発足 

4月 2006年度貿易で中国が米を抜いて最大相手 

国に 

7月・新潟県中越沖地震で震度 6強、死者 15人 

  ・第 21回参院選で自民党歴史的敗退、民主 

党が参院の第一党に 

9月 安部首相、辞任表明 

11月 京都大学 山中伸弥教授ら人工多能性幹細 

胞（IPS細胞）作製に成功と発表  

国外 

2月 中国、経常黒字が日本を抜き世界最大に  

8月 低信用住宅融資に起因する金融システム不 

安で世界同時株安（サブプライム・ショック）、 

米欧日の中央銀行が資金供給 

（主な物故者）安藤百福、城山三郎、横山ノック   

井沢八郎、植木等、宮澤喜一、小田実、 

瀬島龍三、稲尾和久、宮本顕治、河合隼雄 

 

平成 20年 

7月 洞爺湖サミット 

9月 麻生太郎内閣発足 

会長の時間  
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10月 ・観光庁発足 

   ・南部陽一郎、小林誠、益川敏英にノーベル   

物理学賞 

・化学賞に下村脩 

国外 

3月 台湾総統に馬英九当選、8年ぶり国民党政権 

8月 第 29回五輪北京大会開催、日本は 25個のメ 

ダル獲得 

9月 米のリーマン・ブラザーズ証券が史上最大の 

経営破綻。世界金融不安。 

11月 米大統領に民主党バラク・オバマ当選。黒 

人では初。 

 （主な物故者）市川崑、赤塚不二夫、加藤周一、   

 小島直記、緒形拳、石井桃子、川内康範、 

筑紫哲也 

 

 

 

米山奨学委員会 

 「2020年度米山奨学生のご紹介」 

米山カウンセラー 米澤 邦明 

 

 本来でありましたら、4月に地区主催の米山奨

学生の入学式とオリエンテーションがあり、そ

こでカウンセラーと奨学生が顔合わせして、4月

の例会で会員の皆様にご紹介できるはずでした

が、今年は新型コロナウイルス感染拡大予防の

為、中止となりました。 

私も未だ陳さんとは、電話でしかお話できてい

ませんが、ご本人より簡単な自己紹介をいただ

きましたのでご覧ください。 

 

「ホームタウンと日本」 

陳 敏彪 (CHAN MAN PIU、チャン マン ピウ） 

大阪府立大学 理学系研究科 生物科学専攻 

出身地：香港 

趣味 クラシックミュージック 

   本 歴史小説 

ホームタウンの観光スポット 

 オーシャンパーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

  大 仏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 
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大澳（Tai O） 

日本での研究内容：インスリンの役割 

 

ロータリー米山記念奨学生の責任を持って過ご

します。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

例会自粛中に事務局へお寄せいただいたメッセ

ージをご紹介いたします。 

  

木畑 清会員 孫達の学校が休校になりました 

       が我家はお預かりで大変疲れて    

       きています。早く開校してくださ 

       い。身体が持ちません。 

       しんどいやら、うれしいやら！ 

池田茂雄会員 今日、4月29日水曜日、もう夕方 

       なのに朝からごろ寝での～んび 

       り。何の祝日だったのかな、以前 

       は「昭和天皇誕生日」・そして「み 

       どりの日」・今は「昭和の日」、す 

       ぐには思い出せませんでした。 

       明後日は金曜日、でも例会は無し。 

       少し寂しい気持ちです。新型コロ 

       ナウイルスよ、速く消えて居なく 

              なれ。 

中田 学会員 皆さんお元気ですかコールを事 

       務局坂上さんと手分けしてお声   

       をききました。皆さん元気で生き 

       ているでとの言葉。ライングルー 

       プには確認していませんが元気 

       そうなので？皆さんに早くお会 

       いしたいですね。 

澤井久和会員 毎日 8:00pm 寝ています。 

       違う意味で死にそう！ 

米澤邦明会員 米山奨学生の陳さんまだお会い 

       できてませんが、研究内容を聞く 

       と『インスリンの役割』と言う事 

       で、堺北 RCメンバーにとっても 

       興味深い内容だと思います。早く 

       お目にかかって卓話が聞きたい 

       です。 

       例会再開まで特別号は続けるつ 

       もりですので、記事・メッセージ 

       などよろしくお願いします。 

嶽盛和三会員 那須住職、早く良くなって下さい。 

藤永 誉会員 みなさま、いかがお過ごしでしょ 

       うか？我が家では夕食が粉もん 

       のオンパレード昨日も、たこ焼き 

       機（こだわりの銅板）で家族で楽 

       しくタコパーしました。 

       早くゴルフの罰金お支払いした 

       いです。 

       Zoom で例会ってのもありかも。。。 

       私たちは、コロナに勝つ！ 

平野祥之会員 例会が休会でも、こういう心が和 

       む温かい場（LINEグループ）を作 

       ってくださった米澤さんありが 

       とうございます。 

 

 

 

（１）他クラブ例会変更のお知らせ 

・堺ＲＣ・・・5月 7日(木)・14日（木）・21日 

      (木）・28日(木）定款第 7条第 1節 

      （ｄ）（3）により休会 

・堺清陵ＲＣ・・・5月 7日(木)・14日（木）・ 

      21日(木）・28日(木）定款第 7条第 

      1節（ｄ）（3）により休会 

 

 

 

第１１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 2020年5月1日（金）13：00～ 

場 所  事務局 

議 案  

１． ４月度 ９ＲＣ連絡会中止の件 

ニコニコメッセージ 

幹事報告 

その他 
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２.  ５月度例会について 

   定款第7条第1節(ｄ)(3)の規定により休会 

  － 承認 

３. 緊急事態宣言が解除された場合の最終例会及 

  び6月度例会について 

  ・6月5日(金)･･第 3回クラブアッセンブリー 

  ・6月12日(金)･･･通常例会 

  ・6月19日(金)･･･会長退任挨拶 

  ・6月27日(土)･･･最終例会 於：東店3階 

４. 互輪会(ホスト）6月3日（水）開催について 

  - 次年度へ延期 承認 

５． ユースサッカーフェスティバル協賛依頼につ 

  いて – 承認 

６. 堺市内４施設へマスク寄贈について 

  児童福祉施設 

   清心寮・愛育社・泉ヶ丘学院 

   中途障がい者作業所・麦の会共同作業所 

 以上4施設へ各1,000枚ずつ寄贈 計4,000枚 

  - 報告 

７．開口神社 さつき祭中止の件 – 報告  

８．その他 

 ・「第10回 子ども囲碁フェスタ・堺」 

  11月15日（日）開催予定 – 承認 

 

 

 

 

◆「阿倍野のマスク」 

澤井会員より、会員、名誉会員、ロータリーファ 

ミリーの皆さん、事務局(坂上様)の各自宅へ４月 

１８日頃に郵便で皆さんを気遣う温かいお手紙 

とともに「アベノマスク」ならぬ「阿倍野マスク」 

（阿倍野区から発送）届けてくださいました。入 

手困難な時期に本当に有難く感謝いたします。 

 

◆堺市報道提供資料より（ 4 月 21 日提供） 

    太陽パーツ株式会社様から 

        マスクの寄贈を受けました 

太陽パーツ株式会社 様から、 市内での新型コロ

ナウイルス感染拡大を防止するために 、下記のと

おり、マスクを御寄贈いただきました。 

記 

1. 寄贈内容  寄贈数 ２０，１００ 枚 

2. 寄贈日   令和 2 年 4 月 21 日 火 

3. 寄贈者 

 太陽パーツ株式会社 （堺市北区八下北1-23） 

 代表取締役 城岡 陽志 様 

＜寄贈者のコメント＞ 

「堺市内に本社を構える地元企業として、自社で 

 購入したマスク20,100枚を寄贈させていただ 

 きました。日本全国、世界中でマスクが不足し 

 ている中、困っている現場や堺市民の方々に配 

 布いただき、コロナウイルスの感染拡大防止に、 

 是非お役立てください。」 

＜太陽パーツ株式会社について＞ 

 昭和55年の堺市での創業以来、大手電気メー 

 カーの新製品をはじめ、あらゆる業界の製品の 

 金属加工部品及び機器の設計・製造と、システ 

 ムキッチンなど住宅設備機器の設計・製造を手 

 掛けている成長企業です。 

4. 活用方法について 

 医療機関、高齢者・障害者の入所施設、児童福 

 祉施設等、臨時休業中の児童受入れ対策に追加 

 で配布します。 

5. 今回寄贈いただいたマスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I serve ご紹介 
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「堺市内 4施設へマスクの寄贈」ご報告 

幹事 中田 学 

 新型コロナウイルスの影響でマスクが入手困難となっている中ですが、この度、城岡会員のご尽力で、

マスクを購入できることになり、堺北ＲＣ基金より支出させていただき、当クラブが応援しています児

童福祉施設 清心寮はじめ堺市内の以下 4施設へ各１，０００枚ずつ寄贈させていただきました。 

寄贈は 4月 27日（月）に行い、感染防止のため、私が届けてまいりましたのでご報告させていただきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     各施設へマスク１，０００枚ずつ、計４，０００枚を寄贈いたしました。 

 

【児童福祉施設】・清心寮（北区東上野芝町） 

【児童福祉施設】・愛育社（堺市中区八田南之町） 

【児童福祉施設】・泉ヶ丘学院（堺市中区平井） 

 

【中途障がい者作業所】 

・麦の会共同作業所（堺区神石市之町） 

広報委員長の米澤です。 

コロナウイルスはいったい何時になったら落ち着くのでしょうネ～ 

例会の無い期間も、週報を発行いたしたく、勝手ですが「堺北 RC」のＬＩＮＥグループ

を作成いたしました。ＬＩＮＥを活用されている方は是非グループに入って下さい！ 

（グループの詳細については事務局へお尋ねください） 

そして、よろしかったら、一言でも二言でも良いので書き込みをしていだいたら嬉しいで

す。週報ニコニコメッセージへ掲載させていただきます！ 

例会自粛中もつながりましょう！ 


