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前回の例会 

 2021年 4月 2日(金)第 1913回 

卓 話   「 私の仕事 」 

卓話者   吉村 博勝 会員 

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(4 月度)  

坂田兼則会員(2日) 城岡陽志会員(19日) 

三上美江様(14日) 山中加須美様(23日) 

池永智恵子様(29日) 

〇結婚記念祝い(4 月度） 

白木敦司会員(1日)  北村勝博会員(6日) 

堀畑好秀会員(9日) 嶽盛和三会員(14日) 

笹山悦夫会員(15日) 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2021年 4月 9日・第 1913号 

 

 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）  

 

 

 

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 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  

拡大例会は中止となりました 

通常例会へ戻します 

本日の例会 

 

時間 

 

＜4月2日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            33名 
出席会員            16名 
欠席会員              17名 

    ゲスト              0名 
    ビジター            0名 
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「 私の仕事 」 

会費 吉村 博勝 

  

※ 神道には「神社神道」と「教派   

 神道」があります。 

 神社神道は明治政府の国教政

策によって管理されましたが、戦

後は民間の自主運営団体である

神社本庁が設立され、宗教法人と

して活動しています。 現在の全国のほとんどの

神社を包括しています。 

一方明治政府の宗教政策は、神社の祭祀と布教と

を区別したため、神職は布教活動ができなくなり、

かわって民間の神道による布教のために教団が

つぎつぎに成立していったのです。これが教派神

道といわれるものです。 

 

※教派神道の代表的な宗派は神道十三派  

「黒住教」「神道修成派」 「出雲
いずも

大社
おおやしろ

教
きょう

」 

「扶桑
ふそう

教」「実行教」「神道大成教」 「神習教」  

「御嶽
みたけ

教」「神道大教」「禊
みそぎ

教」「神理教」「金光教」

「天理教」が教派神道に属する十三派です。 

 昭和 30年に天理教は脱退しました。 

 

※神職の組織はどうなって居るのですか。 

 一般に神主とか神官と呼ばれている。「神職」は

神社の運営・祭り・儀式を行います。 多くの神社

は神社本庁という組織に属し、祭式規定や神職資

格は、この組織に定められた規定を尊重している。 

神職のなかでも一般になじみ深いのは「宮司さん」

という呼びかたである。 一般的な神社ではこの

宮司が最高資任者となります。なお宮司の下に権
ごん

宮司
ぐうじ

、禰宜
ね ぎ

、権禰宜、出仕の序列がある。 

 

※神職の身分は 

 これは袴の色を見ればわかります。特級は紋入

り白地 ー・二級上は紫に紋入り、二級は紫  

三・四級は浅黄
あさぎ

(水色)という具合です。 教派神道

が独自に布教師の階級名として用いている。 

 大教正 権大教正 中教正 権中教正 少教正  

 権少教正 大講義 権大講義 中講義 権中講義  

 少講義 権少講義 

※また身分とはべつに神職の資格を表す五段階 

 の「階位」もあります。 

 神職は男女を問わずになれますが、その資格が

必要です。  

神道には昔から「浄き、明き、直き、正しき心」

祭祀に勤しむことが、理想としてきたがそのまま 

神職の階位の名称となっている。  

「浄階」「明階」「正階」「権正階」「直
ちょく

階
かい

」という

五段階に分けた階位と呼ばれるのがそうです。 

國學院大学・皇學館大学の神道科単位をもらい、

実習を修了すると階位が授与されます。 

 

※神職はどういう仕事をしているのですか。 

 神職は神に奉仕して一般の人と神の橋渡し(仲

執持)をするのが役目であり、色々な祭祀や祈願

(良縁祈願・交通安全・病気平癒・商売繁盛)の儀

式を始め、初詣、 お宮参り、七五三など人生の通

過儀礼を執行します。 

もうひとつ重要な仕事に神社の経営維持管理が

あります。  

初詣や日常の賽銭も重要な収入源ですが、氏子組

織が堅固であればこそ神社は安泰です がさまざ

まなアイディア努力によって、改善をはかって、

これからの時代にどう対応していくか、見きわめ

るのも神職の大事な仕事です。 

 

※出雲大社 島根県出雲市大社町にある神社 

 緑結びの神 福の神として名高い。ご祭神は大

国主大神様です。 

 

※出雲大社教 

1882年(明治15年)当時の出雲大社前大宮司第80

代出雲国造千家尊福(せんげたかとみ) が創設し

た教団です。 教義は大国主大神様を奉斎し、幽顕

一貫(ゆうけんいっかん)と幽顕一如(ゆうけんい

ちじょ)という 2つを教義としています。 

 

※大阪分詞のあゆみ 

 昭和 21年 4月 8日、元宮に「愛宕権現河内分

社」が創設された。出雲大社大阪分祠の前身であ

る。初代分詞長様宅の納屋を改造され、約十坪の

拝殿であった。 社名の由来は、兵庫県池田五月山

愛宕神社の宮司内海さんが布教の折、分祠長と巡

り逢われたことに由来する。 

卓 話 
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  会長代理 木畑 清 

  

 1584年（天正 12年）4月 9日

家康が小牧・長久手の戦いで秀吉

軍に大勝する。賤ヶ
しずが

岳
たけ

の戦い後、

秀吉は織田政権の継承者となった

が、信長の次男信雄は秀吉に対

抗。家康は信雄と同盟して美濃へ出兵し、つい

に小牧・長久手の戦いとなった。 

3月 21日、秀吉は大坂城を出陣し、27日に犬山

城に入った。総勢は 10万、一方小牧山に陣取っ

た家康軍は 1万 7000。 

両軍の対峙がつづくなか、池田恒興が家康の本

拠岡崎城の急襲を進言した。秀吉は 4月 6日、

豊臣秀次を総大将に池田恒興・森長可
もりながよし

・堀秀政

の軍勢 1万 6000を三河に進ませた。 

この動きを察知した家康は榊原康政・大須賀康

高 4500を長久手に待機させ、家康も 8日夜半に

小牧山を出陣。 

9日の朝、長久手で秀吉軍を前後から挟撃した。 

池田恒興・森長可は討死し、秀次は逃げ帰り、

秀吉は小牧・長久手戦いに大敗した。しかし当

の信雄はこの秋、秀吉と勝手に和睦してしま

う。 

 

 

会員増強委員会 

 「ロータリーデー・拡大例会延期のお知らせ」 

            会員増強委員長 嶽盛和三 

 

 2 回目の緊急事態宣言も解除さ

れ、拡大例会も感染防止対策を心

がけながら開催を予定し、お誘い、

ご参加のご協力をいただいており

ましたが、昨今、感染再拡大となり、

第 4 波に入りつつある見解がなさ

れていることから、状況を鑑み、定例理事会にお

いて、4月 16日の開催は一旦中止し、状況をみな

がら再度日程を検討することと決定いたしまし

た。 

急な中止となり申し訳ありませんが、ご理解、ご

了承のほどお願いいたします。 

また、お誘いいただきましたお客様にも、お手数

ですが、ご連絡のほどお願いいたします。 

尚、4月 16日（金）は通常例会へ変更いたします。 

  

 

 

池田茂雄会員 吉村会員、卓話楽しみにしていま 

       す。 

奥野圭作会員 吉村さん、本日の卓話よろしくお 

       願いします。 

塩見 守会員 吉村会員の卓話楽しみにしてお 

       ります。 

       綿谷会員急遽のSAAありがとうご 

       ざいます。 

田口 隆会員 4月新年度に入りました。消費税、 

       税込み価格表示が法律で義務付 

       けられました。私の処は去年から 

       対応していますが、今頃になって、 

       いままで販売した商品の振替ジ 

       ャンコードの依頼があります。 

       遅すぎ。 

鶴 啓之会員 吉村先生、本日の卓話楽しみにし 

       ていました。 

中田 学会員 吉村会員今日の卓話楽しみにし 

       ています。 

ＳＡＡ報告 

会長の時間 

委員会報告 
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永富久紀会員 吉村様、本日の卓話よろしくお願 

       いします。 

那須宗弘会員 吉村さん卓話楽しみにしていま 

       す。 

綿谷伸一会員 久しぶりにSAA務めさせて頂きま 

       す。吉村会員、卓話よろしくお願 

       い致します。 

  （50音順）      合計２８，０００円 

 

 

 

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４月２日（金）例会後 

場 所  南海グリル東店 3Ｆ「宴」 会議室 

議 案   

１． ３月度 ８ＲＣ連絡会について -報告 

２.  2021-22年度委員会委員の件 -承認  

  （週報 P5に掲載）                                      

３． 創立 40周年記念事業報告ついて 

  ・国際奉仕事業を 40周年に入れる -承認 

４． 拡大例会について 

  ・新型コロナウイルス感染が拡大傾向にある 

   ため、4月 16日の開催は延期する。 

   また 4月 16日は通常例会へ変更し、内容 

   はテーブル会議「会員増強について」にす 

   る。 -承認 

５． その他 

   2021年 3月末までの収支報告 -承認 

 

３月度 堺８RC新旧合同連絡会議事録 

日時：令和3年3月17日(水)午後5時 

場所：アンジェリカ・ノートルダム堺 

議案： 

1. 互輪会のご案内(堺北 RC) 

 第 90回互輪会を 5/18(火)天野山カントリーク 

 ラブ開催但し、懇親会は飲み物だけの成績発表 

 会とするが、出欠は各クラブの判断に任せる。 

2. 新春合同例会日程について(堺おおいずみＲ) 

 実施予定日 2022.1/13(木) 現段階の判断で 

 は困難故、取敢えずホテルだけ押さえる。 

 コロナ感染状況を踏まえ、開催予定日が近づい 

 た時に判断する。 

3. 4/4堺市都市緑化センターでの盲導犬啓蒙イ 

 ベント及び 5/22（土）創立 30周年記念式典の 

 ご案内(堺中 RC) 

 4/4(日) 堺市都市緑化センターにて盲導犬チ 

 ャリティーイベントを開催。 

 5/22(土)スイスホテル南海大阪で創立 30周年 

 記念式典を開催予定。 

 各クラブには、4/15時点のコロナ禍の状況をも 

 って判断し、改めてご案内及び招待状を送付 

 させて頂きます。 

4. 4/24(土)4つの児童養護施設の児童 56人と白 

 浜アドベンチャーワールド見学を予定してい 

 ます。（堺おおいずみＲＣ） 

5. 4月 20日に予定していた創立 60周年記念式  

 典は中止いたします。(堺南ＲＣ) 

6. その他 

 ＩＭについて、8組でＩＭを再開したいのでご 

 協力を頂きたいとの提案(堺中ＲＣ) 

 各クラブ持ち帰り、次回の連絡会で報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 例 会 風 景 

４月度 会員・奥様誕生日お祝い  
   代表 池永 隆昭 会員 

４月度 結婚記念日お祝い 
代表 堀畑 好秀 会員 
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会　　　　長 (役員) 中川　　澄 クラブ奉仕 (理事)

会長エレクト (役員) 塩見　　守 職業奉仕 (理事)

副　 会　 長 (役員) 笹山　悦夫 社会奉仕 (理事)

幹　　　　事 (役員) 綿谷　伸一 国際奉仕 (理事)

Ｓ 　Ａ　 Ａ (役員) 笹山　悦夫

会　　　　計 (役員) 池田　茂雄

副幹事　藤永　　誉

副ＳＡＡ　畑中　一辰

相談役会 幹事　 　中田　学

委員会名 委 員 長

会員増強委員会 嶽盛 和三

 クラブ奉仕部門

親睦活動委員会 木畑　　清

　担当理事 木畑　清 広報委員会 池田 茂雄

ホームページ委員会 藤永 　誉

出席委員会 畑中 一辰

 職業奉仕部門

　担当理事 坂田兼則

 社会奉仕部門 　 社会奉仕委員会 中田   学

　担当理事 澤井久和 　 新世代委員会 澤井 久和

 国際奉仕部門
国際奉仕委員会 池永 隆昭

　担当理事 池永隆昭 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 永富 久紀

米澤 邦明

会長直轄委員会 囲碁大会準備委員会
委員長

坂田 兼則

同好会名

写真同好会

ゴルフ同好会

歩こう会

グルメの会

囲碁同好会

　 伝統文化愛好会

坂田　兼則

2021年～2022年度 理事役員・委員会委員一覧表

理　　事　・　役　　員

木畑　　清

中田　　学

池永　隆昭

そ　 の　 他
直前会長  山中喜八郎（役員） 直前幹事 塩見　　守

(会計監事　永富 久紀　)

構成員は主として
会長経験者

目的＝クラブ発展に向けての提言及び
人材育成

部　　門 副委員長 委　　　　員

中田 　学
城岡・坂田・泉谷・塩見・藤永・池永・
笹山・畑中・平野・白木・北村・吉村・鶴

城岡 陽志
堀畑・國井・山中・北側・木畑・奥野・
濵口・永富・田口・笹山

白木 敦司 國井・那須・中田

池田 茂雄 米澤・平野

平野 祥之 辰・塩見・田口

　 職業奉仕委員会 坂田 兼則 田口　 隆 三上・濵口

奥野 圭作 塩見・藤永・池永

辰 　正博 泉谷・白木

國井　 豊 三上・濵口

副委員長
塩見・藤永・

池永
会員全員

永富 久紀 泉谷・澤井・嶽盛・畑中・北村

米山奨学委員会
北側 一雄 城岡

（米山カウンセラー： 　　米澤 邦明　　　　　　　　　　）

同  好  会

代表世話人 世話人

藤永　　誉 米澤

塩見　　守 藤永・中田・北村

綿谷　伸一 中川・藤永・笹山

米澤　邦明 木畑・綿谷・吉村・鶴

池田　茂雄 中川

藤永　　誉 奥野・木畑
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今週の歌 

「 いい日旅立ち 」 

 雪解け間近の 北の空に向い 

 過ぎ去りし日々の夢を 叫ぶとき 

 帰らぬ人たち 熱い胸をよぎる 

 せめて今日から一人きり 旅に出る 

 ああ 日本のどこかに 

 私を待ってる 人がいる 

 いい日旅立ち 夕焼を探しに 

 母の背中で聞いた 歌を道連れに 

次年度のための地区研修協議会のご案内 

        RI第2640地区 

ガバナーエレクト 豊岡 敬 

        次期地区代表幹事 橋本竜也 

 

 新型コロナウィルスの世界的な感染流行に

より国際ロータリー（RI）から2021年6月末

日までは、全ての活動はバーチャルにて対応す

るように推奨されております。これに従いまし

て、2640地区の研修協議会は、4月19日から

の事前配信と 4 月 24 日本会議の２部構成によ

る YouTube ライブ配信にて開催させて頂きま

す。 

 

１：各クラブ委員会の皆様へ 

（事前収録配信と当日配信の２部構成） 

 下記に該当されるクラブ委員会委員長の皆

様には事前（4月19以降）にYouTubeライブ

にて配信させて頂きます。 

事前配信の該当委員会は 

インターアクト委員会、ローターアクト委員

会、青少年RYLA委員会、職業奉仕委員会 

雑誌・公共イメージ委員会、情報規定委員会、

青少年交換委員会 

上記の各クラブ委員会の皆様には事前配信さ

れる該当地区委員長の YouTube ライブ配信を

事前に視聴願います。視聴方法については

2640地区ホームページよりご案内致します。 

 

事前配信に該当しなかった委員会につきまし

ては、４月24日のYouTubeライブ配信のご視

聴をお願いいたします、（事前に URL 等のご

案内をさせて頂きます） 

24日当日のYouTubeライブ配信を実施する委

員会は下記のとおりです。 

危機管理委員会、国際奉仕委員会、会員増強・

維持・女性活躍・推進委員会、社会奉仕委員会、

ロータリー財団委員会、米山記念奨学委員会に

なります。 

配信時刻は、14:35分頃を予定しております。 

 

２：次年度クラブ会長・幹事予定者様へ 

 次年度 会長・幹事予定者の方は４月 24日11：

00 より開始いたします地区協議会本会議より

YouTube ライブ配信を視聴してください。14：20

分頃から配信される次年度会長・幹事予定者に対

するメッセージや、新設の地区ロータリー学友委

員会に関する内容の配信も併せてご視聴をお願

いいたします。 

 

３：すべてのロータリー会員の皆様へ 

 コロナ禍におかれましては、クラブの例会、奉

仕プログラムの企画、実行等に大変ご苦労されて

いると思います。このような中、例会や会議を

ZOOM 等のオンライン方式で実施されているク

ラブもあると思います。また、やむなく休会され

ているクラブもお見受けいたします。今回の地区

研修協議会には、オンライン方式で実施した成功

例も配信させて頂きますのでご参考にしてくだ

さい。 

 

最後に、国際ロータリーや、地区の次年度方針、

地区委員会の方針・情報を皆様と共有いたしたく

思いますので、長時間になりますが、すべての

YouTube ライブ配信の視聴されることを推奨さ

せていただきます。参加のために必要な URL 等

につきましては、後日メールでご案内させていた

だきます。YouTubeライブ配信は、何時でも、何

度でもインターネットにアクセスしていただけ

れば視聴できます。ご都合の良い時間に視聴でき

ますので、何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

 

次年度幹事 綿谷 伸一 

 下記の通り YouTube 配信ですが、次年度の

ための地区研修協議会が開催されますのでお

知らせいたします。  

週報 5 ﾍﾟｰｼﾞの次年度委員会表をご確認いただ

きまして、ご予定、ご協力をお願いいたします。         
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