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前回の例会 

 2021年 1月 29日(金)第 1905回 

卓 話 「 日本と世界が出会うまち 堺 」 

卓話者 堺ユネスコ協会 

     事務局長 花澤 光正 様 

紹介者 中田 学 会員 

今週の歌  「 それでこそロータリー 」 

      「 たき火 」 

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  

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2021年 2月 5日・第 1905号 

 

 2021年 2月 5日(金)第 1906回 

「 第２回クラブアッセンブリー 」 

各委員会委員長 

今週の歌  「君が代」」 

     「奉仕の理想」  

       「バースデイソング」 

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 

〇会員・奥様誕生祝い(２月度)  

山中喜八郎会員(7日) 永富久紀会員(11日) 

藤永 誉会員(14日)   池永隆昭会員(14日) 

辰 正博会員(23日)   池田茂雄会員(26日) 

笹山 恭子様(2日)  

〇結婚記念祝い（２月度）  

𠮷村博勝会員（25日） 

 

 

 

 

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：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 

 

2021年 2月 12日(金)第 1907回 

卓 話  「 鳥羽・志摩の海女 」 

卓話者    永富 久紀 会員 

本日の例会 

 

時間 

 

＜1月29日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            32名 
出席会員            23名 
欠席会員               9名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            1名 
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「 日本と世界が出会うまち 堺 」 

          堺ユネスコ協会 

事務局長 花澤 光正 様 

紹介者 中田 学 会員 

 

1.堺の地名の謂れ 

 摂津・河内・和泉の境界にあ

る“まち”の位置づけから、特

に熊野詣が盛んになった平安

時代より「境」⇒「堺」(1081

年)と私称が展開し、後に固有

の地名として{堺}が国境の“ま

ち”の同義語として語られるように なった。 

 

2.国家(自治都市)の形成 

・第 1の国家形成(5世紀) 

 初めて国家を形成したのは、百舌鳥古墳群一帯 

 であり「河内王国」と提唱され、「大和王権」国 

 家に先立つ。 

・第 2の国家(自治都市)の形成(16世紀) 

 織田信長による全国統治の時期であり、それは 

 豊臣秀吉によって引き継がれ南蛮文化によっ 

 て花開いた中世の国家(自治都市)となった。 

 その後、徳川家康によって江戸幕府が開府し、 

 首都が関西から関東へ移動して第3の国家が始 

 まった。 

 堺は、その時代に応じて重要な位置づけにあっ 

 たが、特に第 1次及び第 2次国家形成の時代に 

 あっては、その中心にあった。 

 中世から近世においては、堺の港がキリシタン 

 文明到来の玄関ロとなり、外国のみならず国内 

 諸国からの文化の窓口として、 人・もの・情報 

 の集まる商業都市として世界的に注目され、 

 「ものの始まりなんでも堺」とうたわれ文化・ 

 技術の発信地となった。 

 鉄砲・自転車・タバコ包丁·線香・私鉄一阪堺鉄 

 道・学生相撲・三味線・水練学校・木造洋式灯 

 台・謡曲·傘·商業定期航空·セルロイド工場等 

 

3. 堺の著名な人物 

① 飛鳥·奈良時代(7～8世紀) 民衆の救済に一生 

 をささげた「行基」 

② 中世(16世紀) 茶道を大成した侘び茶の祖 

 「千利休」 

③ 近世・近代の先駆者「河口慧海」(仏教学)と 

 「与謝野晶子」(歌人) 

④ 棋士 阪田三吉 

⑤ 沢口靖子・片岡愛之助・さいとうたかお 

  

 

「 堺学検定について 」 

堺清陵ロータリークラブ 

会長 西内 重広 様 

 

 堺清陵 RCの西内重広です。 

この度は例会参加で楽しい時

間を共有出来たこと感謝申し

上げます。 

今回色んなご縁が繋がってこ

こに来させて頂いている事を

実感しております。 

さて、突然の指名での堺学検定の案内を致しま

した。では再度検定の概要を説明致します。

2018年 5月に主催堺ユネスコ協会 、後援堺市教

育委員会で発足いたしました。 

当初は堺市在住在学の中学高校生を対象とした

検定でありましたが、限定をせずに幅広い層に

認知普及させるために誰もが可能となりまし

た。 

 我々ロータリアンも堺市の歴史文化を知り郷

土愛を育むことは今後のロータリー活動にも役

立てるはずです。我々の堺の町を世界に発信す

るためにも先ず堺学検定でお試しください。 

 出題は 50問で 1問 2点の 100点満点です。 

合格は 70点以上となり、堺学学士の称号を頂け

ます。80点からは堺学博士となり、90点以上は

スーパー堺学博士の称号を頂けます。 

 問題は 3択で全て『わたしたちの堺』の副読

本から出題されます。受験時間は 1時間ですが

30分程度で出来るでしょう。 

是非皆さんは全員合格を目指して頑張って下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

卓  話 
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             会長代理 木畑 清 

 

<戦国史> 

安土城下の失火で信長は家臣家族

を強制移住。信長は 1576年（天

正 4年）1月から安土に築城を始

めると翌月には岐阜城から安土の

仮殿舎に移った。 

同時に馬廻衆や弓衆ら親衛隊とその妻子も安土

城下へ移住するよう命じた。 

ところが 1578年 1月 29日、弓衆 福田与一の住

まいから失火があった。調べると、尾張に妻子

を残したまま単身赴任している弓衆が 60人、馬

廻衆も 60人もいることがわかった。家事をこな

しながら、任務についていたのである。 

信長はこれまで領土を拡大すると、次の攻撃目

標の最前線に居城をおいた。清州城から小牧

城、岐阜城、そして未完の安土城へ移ってき

た。信長は家臣の妻子を安土に移住させるた

め、岐阜城にいた信忠に命じて、尾張に残って

いる者たちの家や庭木、菜園まで徹底的に焼却

させた。120人の女房たちが尾張に未練を残さず

に安土に移住させるためだった。 

 

 

 

広報委員会 

「ロータリーの友 1月号 紹介」 

     広報委員長  坂田 兼則       

      

 2021 年 1 月号の「ロータリーの

友」の紹介です。 

１.まず、左開きの 3ページに RIの

ホルガー・クナーク会長のメッセー

ジが掲載されております。このなか 

 には、ロータリークラブにおいては、長期クラ 

 ブの活動計画や、短期の活動計画をたて、目標 

 を定めて会員間で意見を交換することの大切 

 さが問われています。 

２.7ページから 17ページには、今月の職業奉仕 

 月間にちなんで、会員の職業を通じてロータリ 

 アンが作っているものにおける「プライド・そ 

 の仕事」について掲載されております。掲載さ 

 れているなかには、職業が葬儀のお花屋さんで 

 お花一本一本に心を込めて生けていることや、 

 ドッグサロンを経営していて飼い主と犬の笑 

 顔を大切にして仕事をしていることなど、多種 

 他業種のロータリアンが紹介されています。 

３.26ページと 27ページには、礼服のルール、マ 

 ナーが紹介されております。 

４.29ページからは、恒例のロータリークラブの 

 創始者のポールハリスの連載コミック「ポール 

 ハリスとロータリー」の漫画が掲載されていま 

 す。 

 ロータリークラブは当初１業種一人の会員と 

 して発足し、その職業を通じて個人の仕事を安 

 全にかつ事業の拡大に会員間で利用していま 

 したが、ある時ドナルド・カーターという弁理 

 士を入会しようとして、ドナルドから「個人が 

 儲かるためだけの団体で、人の尊敬と信頼を受 

 けないような団体なら長続きしない、そんなク 

 ラブには入るつもりはない。」と拒否されまし 

 た。それからロータリークラブがロータリアン 

 の職業人の親睦の力を街の発展に役立てる団 

 体、すなわち「奉仕の概念をもった団体」とす 

 ることになりました。 

５.47ページには地区別クラブ数・会員数の一覧 

 表が掲載されています。 

 ２６４０地区は現在１７２５名の会員数です。 

６.次に右開きの 4ページから、東京で 1805年創 

 業の和菓子屋「渡辺雅司」氏の話が掲載されて 

 おります。 

 この会社は毎年新卒学生が１７０００人も応 

 募するそうです。 

 この記事にはその事業経営が掲載されており、 

 企業におけるマネジメントはリーダーシップ 

 といわれており、リーダーのタイプには二つあ 

 り、「セルフ」か「ワンネス」だそうです。「セ 

 ルフ」とは「俺が俺が」で、「ワンネス」のリー 

 ダーの特徴は「全ては一体であり、その中に自 

 分がいる。」という考えであり、その基本は「自 

 分のダメなところも受容でき、自らと向き合え 

 る力を持つ」ことだそうです。会員の皆さんは 

 事業主であり、経営者でありますからぜひ一読  

 してみてはいかがと思います。 

７.58ページには、ロータリーアットワークで、 

 河内長野東ロータリークラブの３５周年記念 

 事業で、歌人で書家の会津八一（アイズ ヤイ 

 チ）の歌を歌碑にして、観心寺境内に建立した 

 記事が載っております。 

以上今月のロータリーの友の紹介でした。 

会長の時間 

委員会報告 
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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 

 

 1月度「ダメ ゼッタイ」募金を行い

ました。 

募金金額は、１４，５００円でした。 

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

新世代委員会 

 「ローターアクト 地区献血活動のご案内」 

             新世代委員長 平野 祥之 

  

標記の件、2021年 2月 28日（日）

以下 4か所で 10時から開催されま

す。 

①メッサオークワガーデンパーク

（和歌山市） 

 担当クラブ：御坊 RAC・和歌山東南 RAC 

②いこらも～る泉佐野（泉佐野市）  

 担当クラブ：岸和田 RAC・松原 RAC 

③エコール・いずみ（和泉市） 

 担当クラブ：河内長野 RAC・富田林 RAC 

④イオンモール堺北花田（堺市） 担当クラ

ブ：堺 RAC 

コロナ禍によって血液がさらに不足しているこ

とを踏まえ、感染対策をしっかりと取りながら

実施するとのこと、また献血事業の理解とロー

ターアクト活動の認知度を高め、会員増強を目

的としているだけでなく、ロータリー活動への

理解者や支援者を増やしていくことも考えての

取り組みのようですので、ご協力いただける方

はよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

鶴 啓之 様  栄光の堺北ロータリークラブへ  

       の入会、快諾いただきありがとう 

       ございます。よろしくお願い申し 

       上げます。 

西内重広様   本日は堺北ＲＣの例会楽しみにし

(堺清陵 RC)  ております。当クラブは例会を休 

       んでおるので久し振りにロータ 

       リーを感じたいです。 

       ありがとうございました。 

木畑 清会員 鶴さん、西内さん、コロナの中、 

       ようこそお越し下さいました。 

坂田兼則会員 鶴さん、ようこそ。 

       入会楽しみです。 

塩見 守会員 西内様、ようこそ堺北ＲＣへ。 

       鶴様ごゆっくりお過ごし下さい。     

       花澤様本日の卓話よろしくお願 

       いします。 

城岡陽志会員 鶴さん入会予約ありがとうござ 

       います。本契約迄、移り気のない 

       ように！ 

嶽盛和三会員 鶴さんご無沙汰です・入会のお知 

       らせいただき只々感謝申し上げ 

       ます。 

       花澤事務局長様、卓話ありがとう 

       ございます。楽しみにしておりま 

       す。 

中田 学会員 花澤様、本日の卓話宜しくお願い 

       致します。西内会長、鶴様ごゆっ 

       くりして行って下さい。 

永富久紀会員 先週例会欠席おわび。 

那須宗弘会員 鶴様、入会決断お目出とうござい 

       ます。 

畑中一辰会員 中川先生のおかげでひとつ問題 

       が解決しました。残る問題はあと 

       ひとつになりました。これで仕事 

       とのみ屋に集中出来そうです。 

米澤邦明会員 ズボンがさがって仕方ありませ 

       ん。慌ててベルトをしていません   

       でした。   

綿谷伸一会員 西内会長、鶴さんようこそ堺北ク 

       ラブへ！ごゆっくりお楽しみ下 

       さい。ユネスコ協会 花澤様、卓話 

       よろしくお願いします。 

 （50音順）      合計４０，０００円 

 

 

 

 

（１）配布物 

  ・週報   

  ・ロータリーの友 1月号 

  ・卓話資料  

  ・「わたしたちの堺」（堺学検定副読本） 

ＳＡＡ報告 
幹事報告 


