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前回の例会 

  2021年 3月 5日(金)第 1910回 

卓 話  「 社会奉仕フォーラム 」 

卓話者  池永隆昭社会奉仕委員長 

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・ 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い（３月度） 

 北側一雄会員(2 日) 

 北村はる奈様(11日) 𠮷村佐代子様(17日) 

 藤永 華恵様(17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) 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2021年 3月 12日・第 1910号 

 

 2021年 3月 12日(金)第 1911回 

卓 話  「 私の仕事 」 

卓話者   鶴 啓之 会員 

今週の歌  「 R-O-T-A-R-Y 」 

     「 春が来た 」 

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 

○皆出席表彰（３月度） 

  笹山悦夫会員（第８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：坂田兼則 

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 3月 26日(金)第 1912回 

卓 話 「プルメリアとフィリピンについて」 

卓話者   北村 勝博 会員 

   ＊ ３月１９日(金)は 休 会 です 

本日の例会 

 

時間 

 

＜3月5日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            33名 
出席会員            23名 
欠席会員              10名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            0名 

今週の歌「 春が来た 」 

  春が来た 春が来た どこに来た 

  山に来た 里に来た 野にも来た 

 

  花がさく 花がさく どこにさく 

  山にさく 里にさく 野にもさく 

 

  鳥がなく 鳥がなく どこでなく 

  山でなく 里でなく 野でもなく 
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「 社会奉仕フォーラム 」 

卓話者  池永隆昭社会奉仕委員長 

 

 今回の社会奉仕フォーラムは近

隣クラブ及び当クラブ会員の社会

奉仕活動を紹介します。 

 

堺ロータリークラブ様の『堺市医師会への医療用

手袋緊急寄贈について』 

1月 19日にプラスティック手袋 10万枚 堺医師

会様へ寄贈されました。 

短期間の間に企画・立案・寄贈された 素晴らしい

奉仕活動でした。（詳細は下記 堺ＲＣホームペー

ジ活動報告記事をご覧ください） 

 

太陽パーツ㈱さまの『フムトデール』 

アルコールの手消毒の重要性が叫ばれ

る中、足踏み式にすることで より安全

性を高めた素晴らしい商品です。 

また コロナ過になってからすぐの開発・ 

商品投入までの短期間で行われた事、 

受注・配送まで丁寧に行われているなど 

会社を挙げての取り組みに頭が下がりま

す。 

 

南海シャフト㈱ 

ベトナム製のマスク・防護服・アイソレーション

ガウン等を輸入しております。 

 

コロナ過で何かと体感かと思いますが 会員各位

様には健康に留意されますようお願い申し上げ

ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

卓 話 

堺ＲＣホームページより 

 ｢医療用ゴム手袋｣調達危機を受け、 

  堺市医師会に医療用手袋 10万枚緊急寄贈 

   コロナ休会に二つの意味を持たせて 

    

 堺RC では奉仕事業として当初、堺市内の学校

現場へのコロナ対策支援を検討、社会奉仕フォー

ラムなどで教育委員会より学童における緊迫度等

現状を拝聴していました。その後“今必要な”奉

仕は何かを更に議論を重ねた結果、むしろ医療現

場における逼迫、緊張への貢献をこそ優先すべき 

との結論に達しました。 

そこで、堺市医師会と緊急協議し、現下“医療用

手袋不足”への貢献が最優先との判断に至りま

した。即、国内ルートと海外ルートであたってみ

たところ、医療器メーカーの情報によれば、極度

の品薄で我々が国内で調達できるような状況に

無いとの事。海外ルートでは、ニトリルを中心に

リサーチしたところ、最大供給地のマレーシア

では、出稼ぎ従業員に大量のコロナ感染者が出

た為、同国内の 47 カ所の工場のうち、20 カ所

が操業停止に至っている様で価格暴騰中。且つ

発注単位も問題、出荷から輸送に掛かる期間も

問題と判明。 

そのリサーチの間、会員の安全と医療への貢献

を図るべく例会休会中であったオンラインミー

ティングで、繰り返し”医療用手袋不足”への貢

献策を議論し続けました。 

その結果、①ニトリルクラスでなくても相応の

医療用の手袋ならば有用な場面があり必要 ②

ニトリル以外であれば調達できるかもしれな

い、との二つの重要な結論に達し、各会員の専門

を生かし実働開始。なるほどクラスの違う医療

用手袋であれば調達可能性があり、且つ堺医師

会も「それも大変有難い」との意向を確認。各医

療現場への配布は医師会でご担当願えるとのス

キームが組み上がり、1月19日（火）に医療用

手袋10万枚寄贈できました。オンラインミーテ

ィングでの発案から1週間以内での供給となり、

現下の医療現場状況に鑑みるとこのスピードも

重要であったと思われます。 

肝心の資金も緊急に臨時理事役員会を開催し、

今年度の休会中の浮いた例会費を充てる事で

「休会したこと自体が感染予防以外にも具体的

な意味を持つ（貢献に繋がる）ことになる」との

思いを会員全員で共有する事となりました。 

パンデミック状態も道半ば、更に“今必要な”奉

仕の上積みを目指し、堺 RC 会員一同邁進しま

す。 
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  会長代理 木畑 清 

 

<戦国史> 

石田三成が加藤清正らに襲われて

伏見の家康邸に逃げ込む。秀吉の死

後、豊臣政権は伏見城の家康と大坂

城の秀頼・前田利家に二極化したが、

1599年（慶長 4年）閏 3月 3日に利家が病死する

と、情勢は急変した。 

そこまで利家の病床につめていた石田三成が前

田邸から出てくるところを加藤清正・黒田長政・

細川忠興・福島正則・池田輝政・加藤嘉明・浅野

幸長の七将が襲撃した。 

朝鮮出兵の軍功が三成の中傷によって、秀吉から

正当に評価されなかったことへの恨みがあった。 

三成は襲撃を察知すると、前田邸を脱出して一度

は自邸へ入り、ついで宇喜多秀家邸に隠れ、さら

に伏見へ逃走して、この 4月、対立関係にあった

家康邸に逃げ込んで保護を求めた。 

加藤清正ら七将は家康に三成の身柄引き渡しを

求めた。家康は仲裁に立ち、三成が居城佐和山（彦

根市）へ隠退するよう勧告した。三成は 10日、伏

見から佐和城へ引き揚げる。利家・三成が相次い

で亡くなり、豊臣政権は家康に掌握される。 

 

 

 

 

北村勝博会員 池永さん卓話楽しみにしていま 

       す。いつもの明るいパワーでお願 

       いします。 

       緊急事態宣言が解除され、本日よ 

       り久し振りに剣道の稽古を再開 

       します。筋肉痛になりそう。 

塩見 守会員 笹山さん、大変お世話になります 

       が、よろしくお願いします。 

       池永さん、本日の卓話楽しみです。 

城岡陽志会員 池永会員の卓話楽しみにしてい 

       ます。 

       ウチの商品をＰＲしてくれるそ 

       うでありがたい。バックマージン 

       を考えます。 

嶽盛和三会員 米山奨学生の陳敏彪さん、今月最    

       終月ですね。例年と違うコロナ禍 

       でのお付き合いでしたが、今後の    

       ご活躍を祈ります。 

       池永さん、社会奉仕フォーラムあ 

       りがとうございます。 

那須宗弘会員 池永さん名演説期待しています。 

平野祥之会員 池永社会奉仕委員長、今日はお話 

       し、楽しみにしております♪ 

藤永 誉会員 池永さん、卓話よろしくお願いし 

       ます。 

       陳くん1年あっという間でござい 

       ました。またいつでもお越しくだ 

       さい。 

       うちの 3月 17日生まれの奥様は   

       こわいのですが、同じ日生まれの  

       吉村会員の奥様はいかがでしょ 

       うか。 

堀畑好秀会員 戒厳令が解け出社して参りまし 

       た。よろしくお願いいたします。 

       又𠮷村さん、鶴さん、北村さん、 

       御入会お目出度うございます。 

       今後共よろしくご指導下さい。  

（50音順）      合計４１，０００円 

 

 

 

（１）配布物 

   ・週報  ・卓話資料 

 

（２）例会休会のお知らせ 

  ３月１９日（金）は休会です。お間違いなき 

  ようお願いいたします。 

 

（３）他クラブ例会休会のお知らせ 

 ・堺ＲＣ 

  ３月２５日（木）、４月１日（木）･･･休会 

 ・堺東ＲＣ 

  ３月２３日（火）、３０日（火）･･･休会 

 ・堺おおいずみＲＣ 

  ３月３１日（水）･･･休会 

 

 

 

ＳＡＡ報告 

会長の時間 

幹事報告 
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第９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、笹山 

（会計監事：坂田） 

日 時  ２０２１年３月５日（金）例会後 

場 所  南海グリル東店 3Ｆ「宴」 会議室 

議 案   

１． ２月度 8ＲＣ連絡会について  

  － 中止 報告事項なし 

２. クラブ定款・細則、堺北 RC基金管理規約 

  改正の件 － 承認 

３.  銀行取引の件 

  － 三菱東京 UFJに口座開設 承認 

４.  互輪会（ホスト）開催予定の件 － 承認                         

５． その他 

 ① 2021年度、2022年度 2年継続の米山奨学生 

  受け入れ決定し、カウンセラーの件 

  ・米澤邦明会員にお願いする － 承認 

 ② 創立 40周年記念事業報告ついて － 承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 米山奨学生 ３月レポート 

「 卓話について 」 

陳 敏彪 様 

 

 世話クラブである堺北ロータリークラブと和泉

南ロータリークラブで、「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した。卓話で

は、出身地である香港のこと、日本のこと、研究の

ことを紹介しました。香港は、昔から世界中のいろ

いろな国と接触し、多彩な文化が形成されたため、

いろいろな国の異なる様式の建物が建てられてい

ます。そのような街並みを見て育った香港人は、私

を含めて、異文化に対する強い好奇心を持っていま

す。私は小さい頃から、日本に興味があったので、

大学院では、日本に留学しました。 

 日本に来て、祭り、ろくろ作り、たこ焼きパーテ

ィーなどの日本の文化を体験できました。そこで、

日本の文化の奥深さを感じることができました。ま

た、大学の学術交流の行事では、アシスタント役と

して台湾の学生さん達をサポートしました。このよ

うな交流を通じて、多くのアジアの学生さんが日本

に興味を持ってくれると嬉しいと思います。 

 一方、大学院では、生活習慣病の研究をしていま

す。現在は、特殊な遺伝子型のマウスを肥満や2型

糖尿病のモデルとして用いた研究を行っています。

そのマウスから、骨格筋と筋繊維を取り出して、免

疫染色法により、細胞のシグナルの解析を進めてい

ます。このような研究を通じて、糖尿病と肥満の発

症機構を解明したいと思います。 

 以上の内容で卓話させていただきまました。卓話

をする時には、緊張しましたが、堺北ロータリーク

ラブと和泉南ロータリークラブのロータリアンの

皆さんに聞いてもらって、香港のことをもっと知り

たい、糖尿病の研究の話に興味を持っているなどの

貴重なコメントやアドバイスをいただき、非常に良

い経験となりました。 

 一方、和泉南ロータリークラブは、香港ノースウ

エストロータリークラブと友好クラブの協定を締

結しており、交流事業への参加に誘ってもらいまし

た。私はその日が来る時を楽しみにしています。 

3月奥様誕生祝い代表 吉村博勝会員 

3月結婚記念日祝い代表 藤永 誉 会員 

3月度米山奨学金支給 陳 敏彪 様 

陳 敏彪 様の米山奨学生修了証贈呈式

は３月２６日の例会にて行います。 


