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前回の例会 

 2021年 10月 15日(金)第 1929回 

卓 話  「 堺事件とは・・・ 」 

卓話者  堺市文化財課 非常勤職員 井溪
い た に

 明 様 

紹介者  堀畑 好秀 会員 

今週の歌 「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 

     「堺北ＲＣの歌」「赤とんぼ」 

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４１回） 

國井 豊 会員（第３６回） 

木畑 清 会員（第 ７回） 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2021年 10月 22日第 1929号 

 

  2021年 10月 22（金)第 1930回 

卓 話 「 パラリンピック以後を考える 」 

卓話者   花園大学 社会福祉学部  

        教授 安田 三江子 様 

紹介者   那須 宗弘 会員 

今週の歌 「奉仕の光」 

     「ちいさい秋みつけた」 

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 

 

 

 

 

2021-22年度 国際ロータリーのテーマ 

    「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

  国際ロータリー会長 シェカール・メータ（インド・カルカッタ-マハナガル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)  ： 豊岡 敬 

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

E-mail ： toyooka@rid2640g.com 

会長：中川 澄  幹事：綿谷伸一  広報委員長：池田茂雄  編集者：中田 学 

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 10月 29（金)第 1931回 

    「 豊岡 敬ガバナー公式訪問 」 

卓話者  RI 第2640 地区ガバナー 豊岡 敬 様 

本日の例会 

 

時間 

 

＜10月15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 

「ちいさい秋みつけた」 

 

   だれかさんが だれかさんが 

  だれかさんがみつけた 

  ちいさい秋 ちいさい秋 

  ちいさい秋みつけた 

  目かくしおにさん 手のなるほうへ 

  すましたお耳に かすかにしみた 

  呼んでる口笛 もずの声 

  ちいさい秋 ちいさい秋 

  ちいさい秋みつけた 
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「 堺事件とは・・・ 」 

堺市文化財課 非常勤職員 

 井溪
い た に

 明 様 

紹介者 堀畑 好秀 会員 

  

堺事件とは…  

堺事件は、幕末明治維新期の日本

が直面した対外交渉のなかで生

じた悲劇の一つで、堺では「土佐

十一烈士」の話として膾炙されて

いるでしょう。 

言語による意思の疎通が出来なかったことによ

り、日本とフランス両国の若者、それぞれ 11 人

ずつが犠牲となってしまいました。 

 

事件の発端 

慶応４年(1868)2月１５日朝、来阪中のフランス

人二人(軍艦船長と領事館員)と通訳の宇和島藩

士が大坂から大和川を渡って堺へ入ろうとしま

すが、待ち構えていた堺警護役の土佐藩士に足

止めされやむなく大坂へ引き返します。前年１

２月に兵庫開港・大阪開市に伴い、在留外国人

の十里以内の遊歩協定が幕府と結ばれ、南は大

和川までであったが、堺市中も遊歩地として認

められていましたが、土佐藩士たちはそのこと

をよく知っていなかったものと思われます。 

 

事件勃発 

事件は午後遅くに堺旧港の旭茶屋付近で起こり

ます。朝の大和川での出来事を知らないで沖のフ

ランス軍艦からフランス人たちを迎えにランチ

でやってきた水兵たちと、港に見知らぬ外国人が

いるとの町人からの知らせを受けて港にやって

きた土佐藩士の間で諍いが生じてしまい、土佐藩

士の発砲によりフランス側に 11 人の死者を出す

ことになってしまいました。 

 

事件の始末 

事件翌日、土佐藩士たちは大阪西長堀の土佐藩邸

へ呼び返されます。フランス側からは土佐藩への

賠償や手を下した者達の処刑などの要求が出さ

れます。これを受け、藩では事件関係者の内二十

名の切腹を命ずることとなり、藩邸内の神社で籤

を引かせます。２３日朝、二十人は厳しい警護の

なか堺へ戻り、刑場となった妙國寺へ入ります。

処刑はフランス側の立会いの許、午後遅くから行

われます。警護隊隊長であった箕浦、西村の順で

処刑が進み、１１人目が終わった時、死んだ水兵

たちと同数になったこともありフランス側が中

止を申し入れて帰ってゆき、事件自体は一応の決

着をみます。 

 

小結 

この事件は、通訳がいたにもかかわらず、フラン

ス人たちが堺に入れなかったこと。港ではお互い

に言葉は通じなくても、何らかのコミュニケーシ

ョンを出来なかったことが、悲劇を生んでしまい

ます。この時期、日本各地では相前後して対外的

軋轢による事件が勃発します。この中には日本の

儀礼や文化に通じていなかった外国人によって

引き起こされた事件などもありましたが、この堺

事件は、言葉による意思疎通が出来なかったこと

によるものでした。 

今日、仏両国の年若い２２名の犠牲者たちは、土

佐藩士は堺市の宝珠院で、フランス水兵は神戸外

国人墓地に安らかに眠っています 

 

堺では、３年前の２０１８年、堺事件１５０年を

記念して、この事件を未来に語り継いでゆくため

に「堺事件を語り継ぐ会」が発足しました。会は、

今日でも決して十分ではない国際交流の中で、過

去の悲劇を検証し、新たな交流の在り方を考えて

ゆこうと結成されました。 

ご一助を戴ければ幸いです。 

参考 

「堺事件を語り継ぐ会」今後のプロジェクト予定 

・ドラマ作成〜(目標 2025年 2月 23日までに完 

 成) 

・企画展示〜(目標 2026年 2月 23日の前後約 1 

 か月間) 

・冊子作成〜(目標 2027年 2月 23日に配布) 

 

 

 

 

会長 中川 澄 

 

 Ｍ＆Ａのお話です。ある程度の

規模の会社が戦略を持って行う

Ｍ＆Ａには、おそらく意味がある

のだと思います。ただ、銀行やＭ

卓  話 

会長の時間 

時間 
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＆Ａの仲介会社が持ってくる小さな会社のＭ＆

Ａには気を付けたほうがよいと思います。 

 私が関係者からご相談を受けた案件に、町の小

さな飲食店を全く分野が違う製造業の会社が買

い取ったものがありました。なぜ、製造業の会社

がその飲食店を買い取ったのか、その理由はよく

わからないのですが、飲食店経営のノウハウがあ

るわけではなく、従業員との意思疎通も一から行

わなければならないので、前途多難な雰囲気でし

た。そんな案件でも、仲介会社は自分に手数料が

入りさえすればよいのか、どんどん進めていきま

す。 

 銀行や仲介会社が持ってくる案件の多くは、同

業又は関連業種の会社を買いませんかというも

のかと思います。私がクライアントさんからＭ＆

Ａについてご相談を受けるときは、たいてい「気

を付けたほうがよい」と申し上げます。買収対象

会社にどんな簿外債務や不良社員がいるかわか

らないからです。Ｍ＆Ａで会社を買い取る場合、

マイナス要素ももれなくついてきます。 

債務超過だが良い製品を作る会社がある場合、可

能であれば、工場不動産、機械設備などを個別に

買い取り、従業員も改めて雇用契約を締結するほ

うがはるかに安全です。 

 

 

 

 

広報委員会 

   「ロータリーの友 10月号のご紹介」 

            広報委員 那須 宗弘 

 

【横組み】  

P7白山 RCの「地域を生かした、持

続可能な奉仕活動」や、P12元ロー

タリー米山奨学生の、金翼水氏の

｢‘山月記’の虎｣を読みますと、

此れからのロータリーの活動の在り方や、心の

構え方の参考に成りました。  

 又 P16「こんにちは 米山梅吉記念館です」 

では、米山梅吉氏の、ロータリーでの数々の活

躍が、その後のロータリーの永い歴史を築き上

げ支える礎となり、ロータリー活動の基礎を作

られたものと思われます。是非、一読頂いて、

春秋の旅行先に米山記念館への見学旅行を企画

してはと思います。親睦委員長さん、御一考下

さい。 

P18「ロータリー学友に聞きました」 

人との関わりが人を育てる基本になると思いま

す。 

【縦組み】 

P69「グローバルとローカル 現在世界の中の

『地方創生』」 

 前千葉大学理事･副学長 山田 賢 氏 

P55「米山記念奨学会の制度改編について」 

 佐世保 RC 福田 金治 氏 

P53ホルトノキを植樹 和歌山東南 RC 

                  

ロータリーの友の購読はロータリアンの義務と

成っておりますので、購読を宜しくお願い致し

ます。 

 

 

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 中田 学 

 

 10月度「ダメ ゼッタイ」募金を行

いました。今回は中途障がい者作業

所「麦の会」さんのクッキーです。 

募金金額は、１１，５００円でした。

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

「秋の仁徳天皇陵清掃奉仕活動中止のお知らせ」 

社会奉仕委員長 中田 学 

  

 例年であれば恒例の「秋の仁徳天皇陵奉仕活

動」のご案内をさし上げる頃ですが、仁徳陵を

まもり隊さんより残念ながら今回も中止となっ

た連絡を受けましたのでご報告いたします。 

 

 

「PCなど小型家電回収の報告②」 

社会奉仕委員長 中田 学 

 

 都市鉱山発掘隊 ワークセンターつつじさんへ

の家電回収にご協力いただきありがとうござい

ます。8月 26日 1回目の回収にきていただいてか

ら 2ヶ月弱、10月 13日 2回目の回収に来ていた

だきました。今回は代表の川田様と作業所のお仲

間 2名も一緒に来てくださり、「アップルあるで

ー」と嬉しそうに運んでくれました。アップル製

品を解体するのが得意で、解体している動画を個

委員会報告 

 

時間 
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人のYouTubeチャンネルで配信していると教えて

くれました。 

運び終わると丁重に「沢山ありがとうございまし

た！またお願いします！」と、大変喜んでいただ

きました。この活動は継続していきたいと思いま

すので引き継ぎご協力よろしくお願いします。事

務局にお持ち込みください。 

 

上記回収後、更に米澤会員が直接 川田様へ家電

を持って行ってくださったようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 （50音順） 

奥野圭作会員 井溪さん、いつもお世話になりま 

       す。今日の卓話楽しみです。 

塩見 守会員 井溪様、本日の卓話楽しみにして 

       おります。 

嶽盛和三会員 井溪様卓話楽しみにしておりま 

       す。宜しくお願い致します。 

中川 澄会員 井溪様、ようこそお越し下さいま 

       した。司馬遼太郎の小説で堺事件 

       の話を読んだので、卓話とても楽 

       しみです。 

中田 学会員 井溪様本日の卓話楽しませてい 

       ただきます。 

那須宗弘会員 井溪先生お久し振りです。今日卓 

       話を楽しみにしています。 

三上尚嘉会員 井溪さん、ご無沙汰しております。 

       よろしくお願いします。 

堀畑好秀会員 久し振りに例会出席させていた 

       だきました。今後ともよろしく。 

       井溪さんの卓話お楽しみ下さい。 

綿谷伸一会員 井溪様、ようこそお越し下さいま 

       した。卓話よろしくお願いします。        

            合計２９，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回収品名 個数  回収品名 個数 

ガラケー 34 DVDデッキ ４ 

スマホ 7 プリンター １ 

デスクトップPC 1 カメラ 3 

〃 モニター 2 ビデオ １ 

ノートPC 3 キーボード 4 

電子辞書 1 導線 多数 

無線 2 電動工具関係 多数 

ルーター 7 パソコン周辺機

器関係（ハード

ディスク、マウ

ス等） 

 

多数 ポータブルテレビ 2 

10月度皆出席表彰 堀畑好秀会員（第４１回） 

ＳＡＡ報告 

時間 

 

10月度皆出席表彰 木畑 清 会員（第7回） 

例 会 風 景 


