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前回の例会 

 2021年 4月 9日(金)第 1914回 

卓 話「 創立４０周年記念誌発刊について 」 

卓話者 40周年記念誌編集委員長 池田 茂雄  

今週の歌 「 Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ 」 

     「 いい日旅立ち 」 

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 

〇皆出席表彰（４月度） 

  米澤邦明会員（第９回）  

  中川 澄会員（第１１回）  

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2021年 4月 16日・第 1914号 

 

 2021年 4月 16日(金)第 1915回 

      「 テーブル会議 」 

テーマ：「 会員増強について 」 

進 行：会員増強委員長 嶽盛 和三  

今週の歌 「 四つのテスト 」 

     「 堺北ＲＣの歌 」 

     「 春の小川 」 

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 

〇ロータリー財団表彰 

･池田茂雄会員（ポールハリスフェロー⑤） 

･吉村博勝会員（ポールハリスフェロー④） 

･田口 隆会員（ポールハリスフェロー②） 

 

 

 

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 

 

2021年 4月 23日(金)第 1916回       

卓 話 「脱炭素社会の水素エネルギーについて」 

卓話者 トヨタカローラ南海株式会社   

     技術教育改善室係長  藤井 優 様 

紹介者   米澤 邦明 会員 

本日の例会 

 

時間 

 

＜4月9日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            33名 
出席会員            17名 
欠席会員              16名 

    ゲスト              0名 
    ビジター            0名 



- 2 - 

 

 

 

「創立 40周年記念誌発刊について」 

40周年記念誌編集委員長 池田茂雄  

 

「40周年記念誌発刊」に向けての

編集作業、着々と進めておりま

す。 

本日、その「記念誌の目次」をお

配りしておりますのでご覧くださ

い。ページにつきましては、未確定の原稿もあ

りますので多少の変更はありますが、120ページ

になるように「写真で綴る 10年の歩み」のとこ

ろで調整します。 

昨年 1月 17日（金）編集委員会を開催し種々協

議いたしました。 

また、3月 7日・7月 17日・8月 28日と計三回

のテーブル会議において種々協議し、皆さんか

らのご提案も頂きました。その後、検討し修正

も加えながら、昨年 11月の定例理事会において

掲載内容と予算案についてひとまずご承認を頂

きました。 

その内容により、現在、編集作業を進めてお

り、6月の完成を目指しております。 

今迄の記念誌としては、10周年・20周年・30周

年と、過去 3回発行しております。 

  10周年の時  181ページ   2,400,000円 

  20周年の時  156ページ  1,260,000円 

  30周年の時   170ページ   1,785,000円 

  そして今回  120ページの予定  300,000円 

 今回は今迄の 5分の 1以下の「30万円」で出

来るのです。どうして、こんなに安くて出来る

のでしょうか。それは、編集作業を事務局サイ

ドで行っているからなのです。パソコン上での

編集作業を事務局で行い出来上がったものにつ

いて、印刷と製本だけを業者にお願いするので

す。この方法は藤永会員からの提案なのですが

藤永会員ありがとうございます。そして編集を

やってもらっている事務局坂上さん、ありがと

うございます。皆さんから拍手～あり。 

当クラブでは記念誌を 10年毎に発行するという

事も考えながら、毎年、毎年、活動状況をまと

めて記録し、その内容をホームページ上に備蓄

しております。従って、大半の資料は出来てお

ります。 新たに今回作成する資料としては、

会員皆さんにお願いする「創立 40周年に寄せ

て」の原稿集め、 記念例会等行事内容のまとめ

や記念事業の紹介、 それに「写真で綴る 10年

の歩み」のまとめくらいです。 

一つ一つの資料作成や多少のエントリーは私も

やりますが、編集が大変なのです。 

目次の順番により編集していくのですが、途中

で訂正があれば、何ページにもわたって訂正が

必要になります。パソコン上での編集作業は事

務局坂上さんしか出来ません。坂上さんよろし

くお願いします。 

さて、皆さんに、お願い事項が 3点ございま

す、 

先ず 1点目です。9番目「創立 40周年に寄せ

て」につきましてのお願いでございます。これ

につきましては、会員皆さまから原稿を出して

頂かなければ、先に進めません。このページは

前半部分の 41ページからですが、原稿がなけれ

ば編集がそこで止まってしまいます。大半の

方々にはその原稿をお出し頂いておりますが、

あと一部の方々でまだの方がいらっしゃいま

す。当初は締め切りを昨年 11月末としました。

その後、1月末としましたが、それから 2カ月以

上が過ぎております。いつまでも待つことが出

来ませんので、来週の例会日である「4月 16

日」までにご提出頂きますよう宜しくお願いし

ます。それ以降にお出し頂いても掲載できない

場合がございますので、どうぞ宜しくお願いし

ます。編集とその後のチエックにかなりの時間

が必要なのです。どうぞご理解下さい。ご参考

までですが、30周年の時は「ロータリーと私」

というテーマでしたが、全会員の方々に出して

いただきました。 

2点目です。記念誌の会員名簿に各個人の自宅住

所と電話番号も掲載されますが、載せて欲しく

ない方はお申し出くださいませ。お申し出頂き

ましたら削除いたします。 

 3点目です。12番目「写真で綴る 10年の歩

み」では 10ページのスペースを予定しており、

米澤会員にその選定をお願いしております。 

米澤会員よろしくお願いします。 

卓 話 
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 最後でございますが、13番目「日本の元号一

覧」をご覧ください。 

平成から令和に変わりましたので、一覧にまと

めてみました。日本の元号は飛鳥時代の西暦 645

年、第 36代幸徳天皇「大化の改進」の時、｢大

化元年｣から始まり、令和3年の今、第 126代今

上天皇までの「231代元号」をまとめてみまし

た。途中、南北朝時代に北朝で即位した 5名の

天皇は外しました。私が 1年がかりでまとめ上

げてみました。 

30周年の時は,「歴代天皇一覧」として、紀元前

660年の初代 神武天皇から、第 125代 明仁天皇

までをまとめてみました。 

 

 

 

  会長代理 木畑 清 

  

 1573年（天正元年）4月 12日

武田信玄が伊那駒場で病死。 

信玄は、1572年（元亀三）10月

3日、遠江・三河に向けて甲府を

出陣。12月に二俣城（浜松市）、

ついで三方ヶ原の戦いで家康を敗り、新年を

刑部
おさかべ

（浜松市）で迎えた。2月には三河野田城

（新城市）を落とし、そのまま三河を制圧する

かとみられたが、長篠城に後退して動かなかっ

た。信玄は病を発したのである。 

2月半ば信玄は鳳来寺へ移って療養に専念するこ

とにした。重臣や医師団は甲府へもどるよう説

いた。信玄は輿に乗せられて三河から信濃へと

もどったが、最初の宿所である駒場につく前に

危篤に陥った。信玄は嗣子勝頼と重臣に遺言し

た。5年前から自分の病気が重大なことを悟って

いて、死後にも足利将軍や諸大名との外交に使

う文書用紙 800枚余りに自分の書判（署名）を

してあること。そして自分の死を 3年間、秘密

にして領国の安泰をはかれと命じた。信玄は駒

場でこの日、息を引き取った。 

侍医の板坂ト
ぼく

斎
さい

は 6年前から「膈
かく

」の持病があ

ったという真冬の戦陣で病勢を一気に悪化させ

た。 

上杉謙信は同盟していた信長に武田の挟撃を要

請した。 

しかし信長は信玄の西上の目がなくなると甲斐

攻めは後にして越前の朝倉義景へ兵力を転回す

る。信玄の死は、東海、北陸の戦局に大きな転

機をもたらし、信長の天下取りを加速させた。 

なお、信玄の葬儀は遺言どおり 3年後の 4月 16

日に恵林寺（甲州市）で行われる。 

  

 

 

笹山悦夫会員 先週例会欠席失礼しました。 

       軽い風邪で病院に行ったところ、 

       隔離され、PCR検査やレントゲン 

       検査を受け、外出不可となりまし 

       た。陰性で大丈夫でした。 

       綿谷さんご迷惑をお掛けし失礼 

       しました。 

塩見 守会員 池田会員の卓話楽しみにしてお 

       ります。 

       明日の北輪会ご参加下さいます 

       方々、よろしくお願いします。 

嶽盛和三会員 結婚記念日お祝いありがとうご 

       ざいました。 

       池田様卓話ありがとうございま 

       す。 

       40周年記念誌大変ですが、宜しく 

       お願い致します。 

中田 学会員 塩見幹事、精神修行にいってくだ 

       さい。 

藤永 誉会員 先週はお休みいただきリフレッ 

       シュできました。 

       綿谷さん、SAAありがとうござい 

       ました。 

米澤邦明会員 本日、所用で早退します。 

       濵？さんとどちらが先か？ 

  （50音順）      合計１５，０００円 

 

◆米山特別寄付 

  嶽盛和三会員・濵口正義会員・米澤邦明会員 

 

 

 

 

ＳＡＡ報告 

会長の時間 
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（１）配布物 

  週報・卓話資料  

 

（２）例会開催についてのアンケート 

            ご協力のお願い 

 大阪府では新型コロナウイルス感染者の過去

最多を更新し続け、「医療非常事態宣言」が出され、

また「まん防（まん延防止措置）」も 4月 5日～5

月 5まで実施されることになりました。 

2 回目の緊急事態宣言の際は、理事会において感

染防止対策を心がけながら、限られた活動になり

ますが、例会は続けていくという判断でしたが、

4月 9日の例会にて、会員の皆さんにも、今後の

例会開催についてどのようなお考えをお持ちか、

お尋ねすべきというご意見もあり、アンケートを

送信させていただいております。 

回答並びにご意見等お願いいたします。 

◆このアンケートご回答いただいた過半数にて

決定させていただきます。 

◆再度「緊急事態宣言」が発令された場合は例会

を休会させていただきます。 

 

（３）他クラブ例会休会のお知らせ 

【堺中ＲＣ】 

  ４月１４日、２１日、２８日･･･休会 

【堺南ＲＣ】 

  ４月中の例会休会 

【堺泉ヶ丘ＲＣ】 

  ４月２０日、２７日、５月４日･･･休会 

 

 

 

ゴルフ同好会 

「第 100回北輪会報告」 

代表世話人 塩見 守 

 

 2021年 4月 10日（土）天野山カントリークラ

ブにて、第 100回北輪会を開催いたしました。今

回は、第 100回記念大会でしたのでイベント的な

事を考えましたが、コロナウイルスの影響で何も

できず残念に思っています。このような状況では

ございますが、2名初参加くださり、総勢 20名の

方がご参加くださいました。又、たくさんのご協

賛をいただきましたのでご紹介させていただき

ます。西内様、山ノ内様、山中会長、城岡会員、

城岡会員奥様、中田会員、鶴会員、藤永会員、池

永会員、塩見会員、天野山カントリークラブ様よ

り頂戴いたしました。おかげさまで「第 100回北

輪会」を大成功で終えることができました。本当

にありがとうございました。結果は、優勝 西内

様、準優勝 中田会員、3 位 澤井会員、ベスグ

ロ賞 西内様でした。ご参加くださいました皆様、

本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 例 会 風 景 

４月度 皆出席表彰 
   代表  米澤邦明会員（第９回） 

幹事報告 

今週の歌「 春の小川 」 

   春の小川は さらさら行くよ 

   岸のすみれや れんげの花に 

   すがたやさしく 色うつくしく 

   咲けよ咲けよと ささやきながら 


