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前回の例会 

 2020年 10月 9日(金)第 1892回 

卓 話  「 香港 － 多彩な都市 」 

卓話者  2020年米山奨学生 陳 敏彪 様  

今週の歌  「 それでこそロータリー 」 

      「 赤とんぼ 」 

      「バースデーソング」 

お客様の紹介・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 

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・金婚式) 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2020年 10月 16日・第 1892号 

 

 2020年 10月 16日(金)第 1893回 

卓 話 「バラモン教と仏教の起源」 

卓話者  那須 宗弘 会員  

今週の歌  「 四つのテスト 」 

      「 堺北ＲＣの歌 」 

      「 故郷（ふるさと） 」 

お客様の紹介・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（１０月度） 

堀畑好秀会員（第４０回） 

國井 豊 会員（第３４回） 

木畑 清 会員（第６回） 

 

 

 

2020-21年度 国際ロータリーのテーマ 

    「ロータリーは機会の扉を開く」 

国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク（ドイツ・ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンＲＣ） 

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)  ： 藤井秀香 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/fujii/  

E-mail ： fujii@rid2640g.com 

会長：山中喜八郎  幹事：塩見 守  広報委員長：坂田兼則  編集者：笹山悦夫 

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 10月 23日(金)第 1894回 

卓 話 「 堺と鉄砲 」 

     堺市文化財課 非常勤職員  井溪 明 様 

紹介者  堀畑 好秀 会員 

本日の例会 

 

時間 

 

＜10月9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              1名 
    ビジター            0名 今週の歌「故郷（ふるさと）」 

兎(うさぎ)追いし かの山 

小鮒(こぶな)釣りし かの川 

夢は今も めぐりて 

忘れがたき 故郷(ふるさと) 
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「 香港 － 多彩な都市 」 

 2020年米山奨学生 陳 敏彪 様 

  

 こんにちは。今日は「香港－

多彩な都市」というタイトルで

卓話させていただきます。よろ

しくお願いします。 

今日は、自己紹介、多彩な都市、

日本へ、三つのパートで進めた

いと思います。最初に、自己紹

介をさせていただきます。 

私は陳敏彪と申します。出身地は香港です。香港

はそんなに大きい都市ではありませんが、人口が

凄く多いです。香港はいろいろな人と複雑な歴史

を持っていますから、建物や文化等々が多彩にな

っております。 

多彩な都市に移ります。香港と言えば、高いビル

が林立するというイメージだと思います。この

“都市感”を代表できる場所はセントラルです。

しかし、これは香港のすべてではありません。都

市以外にいろいろな顔を持っています。まず、こ

のクレソン街は香港の下町風景です。先の都市よ

り、この下町風景の方が香港人が毎日見慣れてい

る風景です。そして、宗教自由な都市ですから、

いろいろな宗教の建物があります。その中一番有

名なのは大仏です。香港でも歴史的な場所があり

ます。それは 1200 年代の宋王台です。あとは大

澳という昔の香港風景をまだ維持している場所

があります。 

食文化でも多彩です。香港を代表する点心や、下

町グルメの醬油洋食や、大澳のシュリンプペース

トなどの多彩な食文化を持っています。 

そして、日本へ。 

まずは、日本との最初の繋がりの場所―私の中学

校を話したいと思います。私の中学校を作った人

蒙さんは昔PANASONICの炊飯器の香港代理権を取

って香港で炊飯器の販売を始めました。そして、

私と日本の最初の繋がりの場所を作った人であ

り、香港と日本の架け橋になった人です。そして、

今は大阪府立大学理学系研究科生物科学専攻の

修士 2年生で、肥満マウスを使って糖尿病の研究

をしています。 

日本に来てから、祭りに行ったり、ろくろを体験

したり、たこ焼きパーティーに参加したりしまし

た。そして、去年に府大のさくらサイエンスプラ

ンで日本と台湾の交流イベントをサポートしま

した。 

そして、米山記念奨学会の奨学生になって、いろ

いろなことも体験できました。今年はコロナの影

響がありますが、無事に例会に行ったり、研修会

に参加したり、研修旅行に行ったりしました。非

常に貴重な経験になります。 

そして、将来は、まず博士号を取得してポスドク

になるか就職するかを考えています。 

今日の卓話を終わりたいと思います。ご清聴あり

がとうございました。 

 

   図１ 香港の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      図 2 研修旅行の写真 

 

 

 

会長 山中 喜八郎 

  

 皆様、こんにちは。 

朝晩ずいぶん涼しくなりました。 

前にも申し上げましたが、私は朝早

く、と言っても、5 時頃から散歩に

出かけます。2 週間ほど前と違うの

は、以前はアンダーシャツでしたが、今は1枚上に

着て歩いています。 

私の年齢ぐらいの方が運動で歩いていて、毎日顔を

合わせますので、「お早う御座います、今日も暑く

なりそうですね。」と声を掛け合い、私も持って行

きますが、生のジュースやサンドイッチを御馳走に

なります。そして 10 分程度世間話をして、「又明

日」と言って別れます。 

卓 話 

 会長の時間 
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この時間が、1日の内で一番楽しい時間です。 

 さて、まずお礼を申し上げなくてはいけないのは、

10 月 3 日「創立 40 周年記念例会・食事会」には、

堀畑実行委員長さん、中田準備副委員長さんをはじ

めとして、沢山の皆様方にお手伝い頂きまして、お

陰様で、立派な「記念例会」となりました。コロナ

の時期ですので、あるクラブでは、例会すら取止め

ているようですが、我がクラブは、コロナには十分

配慮しながら立派にやって頂きまして有難う御座

います。 

 又、ささやかとは申せ、会員・ご家族・名誉会員・

ファミリー会員の皆様のご参加を頂き立派なもの

でした。改めまして、ご参加頂きました皆様には、

心より御礼申し上げます。有難う御座いました。 

 

 

 

広報委員会 

「創立 40周年記念例会ささやかに開催」 

             広報委員 池田 茂雄 

 

 当クラブは 1980 年 10 月 3 日創

立総会を開催し、同年 10 月 8 日国

際ロータリーから承認されたクラ

ブであり、今年は創立 40 周年を迎

える記念すべき年度であります。過

去においては10周年、20周年、30周年と、ご来

賓を含め百数拾名規模で記念式典並びに記念祝

賀会を開催し、併せて地域に役立つ記念事業も行

ってまいりました。今年は新型コロナウイルスの

影響で厳しい状況が続いているため、特に地域に

貢献できる記念事業にウエイトをおく事とし、記

念式典や記念祝賀会ではなく創立 40 周年を迎え

ての「記念例会」という簡素なかたちで記念行事

を行う事といたしました。 

先ず、記念事業は、（1）タイ国バンジャイ病院へ

医療機器寄贈、（2）熊本県人吉市へ豪雨災害義援

金贈呈、(3)堺市立の町屋歴史館へベンチ一式寄贈、

（4）堺市へ薬物乱用防止募金贈呈、（5）堺市へ

鉄砲鍛冶屋敷再生プロジェクト基金贈呈、（6）堺

市内の児童福祉4施設へマスク寄贈と、従来より

も数倍多い内容となりました。 

次に「記念例会」ですが、2020年10月3日(土)

いつもの例会場で通常より早い午前 11 時より行

事を開始しました。今回はご来賓なしで会員 30

名と家族のみで行う予定でしたが、友好クラブの

「タイ国・ノンケーム RC」より是非とも出席さ

せてとの強い要望があり同クラブ会長にご出席

いただき合わせて 48 名により例会行事が始まり

ました。 

第1部の記念例会では、点鐘、国歌斉唱、山中喜

八郎会長の挨拶に続き、ノンケームRCトーマス 

イソベ会長よりご挨拶を頂きました。続いて、チ

ャーターメンバーと古参会員の 2 名より約 10 分

間ずつ昔懐かしい記念スピーチがあり、話に花が

咲き会場が盛り上がりました。続いて、40周年を

記念して特にクラブに貢献された会員皆さんへ

の表彰状授与が行われました。 

第2部の食事会では、堀畑好秀実行委員長の開会

の挨拶、会員家族の紹介と続き、乾杯の後、楽し

い食事会が始まりました。新型コロナウイルスの

影響で三密を避けるため、間隔を空けての座席で、

しかもお喋りは出来るだけ慎みなさいとの事で

したが、ピアノとサックス演奏による甘いバック

ミュージクの流れる中での楽しいひと時となり

ました。最後に、手をつながないでグーによる「手

に手つないで」の合唱で、午後2時過ぎお開きと

なりました。このあと全員で記念写真を撮り、全

ての行事が終了しました。 

 当クラブは、これからも地域社会に貢献しなが

ら、50 周年、60 周年へと力強い歩みを続けてま

いります。 

（上記はコロナバージョンの集合写真とともに

ロータリーの友へ投稿します。） 

 

 

親睦活動委員会 

   「 親睦委員会 会議のご案内 」 

            親睦活動委員長 澤井 久和 

 

 12 月 19 日（土）に開催いたしま

す「忘年家族例会」について、以下の

通り親睦委員会を開きたく存じます。

ご多用のところ、恐れ入りますが、ご

出席いただきますよう、ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

            記 

日 時：令和2年10月24日（土）18：30～ 

場 所：堺東辺り（決まり次第ご連絡いたします）  

出席者：山中会長・塩見幹事 

  親睦活動委員：笹山・奥野・國井・宇瀨・城岡・ 

   坂田・辰・中川・中田・米澤・綿谷・池永・ 

   永富・白木・畑中・澤井（敬称略） 

＊出欠の御返事は10月20日までに事務局まで 

 お願いいたします。 

 

委員会報告 
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山中喜八郎会員 40周年記念例会ありがとうご 

       ざいました。 

那須宗弘会員 来週の卓話名は堅いですが、拝聴 

       はお手柔らかにお願いします。 

嶽盛和三会員 誕生日お祝いありがとうござい 

       ました。 

       陳さん卓話ありがとうございま 

       す。 

塩見 守会員 先週は 40周年例会ありがとうご 

       ざいました。 

             合計１６，０００円 

 

 

 

第４回定例理事会 

2020-21年度理事会構成メンバー 

山中、中川、塩見、藤永、池田、澤井、城岡、 

池永、宇瀨、木畑、中田、綿谷（会計監事：坂田） 

日 時 ２０２０年１０月９日（金）例会後 

場 所 「南海グリル 東店 3Ｆ」 会議室 

議 案   

１． 9月度 8ＲＣ連絡会について(別紙)- 報告 

２.  新入会員候補者の件 － 承認 

３. 大阪府立大学日本語弁論大会に係る後援名 

 義使用承諾並びに寄附依頼の件 

 - 後援名義使用のみ承認 

４． ＲＩ第 2640地区ポリオ根絶に向けた地区取 

 り組みへの協力依頼について 

 ①「ポリオ根絶および新型コロナウイルス感染 

 終息祈願法要」プロジェクト参加依頼について  

 – 賛同 クラブロータリー財団予算より 

  ＠1,000円×30名＝30,000円を寄付 

 ②市町村行政に対しポリオ募金の協力要請に 

 ついて - 堺 8ＲＣ連絡会に提案 

５． 地区補助金、グローバル補助金を活用した国 

 際奉仕活動について進捗状況について 

 （綿谷国際奉仕委員長）- 報告 

６. 今年度「子ども囲碁フェスタ・堺」中止につ 

 き第 9回参加の 5年生（8名+清心寮）へ 

 プレゼントを贈る件  

 ・山田名誉会員による今後も囲碁に興味を持っ 

 て頂けるような品物をセレクト（囲碁ゲームと 

 仲邑菫ちゃんファイル） 

 – 承認 

７．指名委員会「2023-2024年度」会長人選につ 

 いて - 会長、幹事に一任 

８ＲＣ連絡会 

９月度 堺８RC新旧合同連絡会議事録 

日時：2020年 8月 21日（金）14：30～ 

場所：南海グリル東店 3Ｆ 

議案： 

１．ﾛｰﾀﾘｰとしての広報活動について(堺東ＲＣ) 

 記者クラブに、各ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの活動を知らせ、そ 

 の活動内容により取材をしていただく事を、堺 

 おおいずみＲＣ前年度新本会長より提案され 

 ていたので、堺おおいずみＲＣにて詳細を調べ、 

 来月の連絡会にてご報告することになった。 

２．堺学検定のご案内（堺清陵ＲＣ） 

 先月、堺８ＲＣ連絡会にて持帰り案件として各 

 クラブで協議していただき、様々な意見をいた 

 だきましたが、堺８ＲＣでどのように支援して 

 いくかの主旨を明確にするため、来月、堺ユネ 

 スコ協会事務局長にお越しいただき、再度協議 

 することになった。 

３．新春合同例･互例会について(堺おおいずみＲＣ) 

 新春合同例会・互礼会の開催について、開催希 

 望：堺中ＲＣ、開催決定の延期を検討する：堺 

 清陵ＲＣ、開催中止：堺・堺南・堺東・堺泉ヶ 

 丘・堺北・堺おおいずみＲＣの６クラブにて、 

 多数決により今回の開催については中止とし、 

 ホストクラブは堺おおいずみＲＣの持越とす 

 ることで承認された。 

４．その他 

 ① 仁徳天皇陵案内板の修理の件 

 先月の議案により各クラブ持帰り協議後、各ク 

 ラブ名の表記内容、写真修理金額、世界遺産Ｐ 

 Ｒの為のＱＲコードの作成等の意見をいただ 

 きましたが、来月に堺市観光推進課協会の方に 

 お越しいただき、再度内容を協議することにな 

 った。 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ報告 

その他 

10月会員・奥様誕生祝い 代表 城岡陽志会員 

10月結婚記念日祝い 山中喜八郎会長 

祝 

金
婚
式 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 


