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前回の例会 

 2021年 11月 19日（金)第 1934回 

卓話者  大阪府立 泉陽高等学校  

      校長 武田 温代
ハ ル ヨ

 様 

紹介者   田口 隆 会員 

今週の歌  「四つのテスト」「堺北ＲＣの歌」 

      「雪山讃歌」 

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 11月 26日第 1934号 

 

2021年 11月 26日（金)第 1935回 

卓 話 「 市電が走った昭和の大阪 」 

卓話者    米澤 邦明 会員 

今週の歌  「奉仕の理想」「冬景色」 

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：奥野圭作 

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 12月 3日（金)第 1936回 

卓 話 「コロナ後の経済・金融動向について 」 

卓話者 株式会社 三菱ＵＦＪ銀行 堺支店 

    堺アセットコンサルティングデスク 

    副デスク長 渡邉 祐輔 様     

紹介者   畑中 一辰 会員 

本日の例会 

 

時間 

 

＜11月19日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            23名 
欠席会員               7名 

    ゲスト              2名 
    ビジター            0名 

今週の歌「 冬景色 」 

さ霧消ゆる湊江の 

舟に白し 朝の霜 

ただ水鳥の声はして 

いまだ覚めず 岸の家 

      烏
からす
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「Senyo Style 咲かせ！青春！」 

        大阪府立 泉陽高等学校  

      校長 武田 温代
ハルヨ

 様 

  紹介者 田口 隆 会員 

 

 はじめまして。泉陽高校校

長の武田温代でございます。

どうぞよろしくお願いいたし

ます。今回はこのような場で

話をさせていただける機会を

ありがとうございます。 

 ご紹介いただきました田口

さんとは約 25 年前、スキークラブの例会でご一

緒させていただきました。私が担当した班の生徒

さんで、とても熱心な方という印象がありました。

先日そのスキークラブの方から連絡をいただき、

ほんとうに久しぶりにお会いしました。とてもお

元気で、はつらつとされている姿は、当時のお姿

そのものでした。 

 さて、泉陽高校は明治 20 年に開校された堺女

学校を前身に持ち、堺高等女学校を経て、昨年創

立 120 周年を迎えた歴史と伝統のある学校です。

皆さんもご存じと思いますが、卒業生には与謝野

晶子さん、この春ご逝去された橋田寿賀子さん、

「科捜研の女」で有名な女優の沢口靖子さん、直

木賞作家の西加奈子さんなど多くの著名な方が

いらっしゃいます。 

私が校長として泉陽高校に赴任して4年目になり

ますが、地域連携の仕事をしていて、多くの泉陽

の OB の方に出会います。本日ご出席されている

皆様のご友人やお孫さんも泉陽の関係者である

と、先ほど聞きました。本当に地域に愛され支え

られている学校です。 

 ところで、高校は何をするところだと思います

か。勉強をするところ、部活動に励むところ、友

達を作るところ、信頼できる先生に出会えるとこ

ろなど色々な考えがあると思います。私は、『幸せ

な人生を送るための力を付けるところ』だと思い

ます。 

 では、幸せになるための力って何なのでしょう。

「幸福学」で著名な慶応義塾大学大学院の前野隆

司教授は、「幸せには長続きする幸せと長続きし

ない幸せがある。ずっと幸せでいるためには幸せ

の４つの因子が必要だ。」と言われています。幸せ

の４つの因子とは、「自己実現・成長（夢や目標に

向かって努力する）」「つながり・感謝（人を喜ば

せる、愛情に満ちた関係）」「前向き・楽観（自己

肯定感が高い、いつも笑顔でいられる）」「独立・

マイペース（他人と比較しない、自分らしくいき

る）」です。これらは互いが関係し合っています。

簡単に言えば、「やってみよう！」「ありがとう！」

「なんとかなる！」「あなたらしく！」という心の

持ち方です。これらの因子を身に付けるのが泉陽

高校です。 

そのために、泉陽高校では、５教科をバランスよ

く学ぶリベラルアーツ（教養主義）を実践してい

ます。これは文部科学省が society5.0 で求めら

れる力、教育の在り方の中に「文理分断からの脱

却」を提唱していて、まさにそれを先取りしてい

ます。また、この実践が国公立大学進学へ繋がっ

ています。 

 さらに、学習だけでなく、自主的に学校行事を

開催し、部活動も活発です。文化祭や体育祭だけ

でなく、ボランティア活動にも力を入れています。

堺市と連携して「堺まつり」「あじさい祭り」を始

め、さまざまな行事に部活動単位で参加していま

す。堺警察とも連携し結成した、堺区学生ボラン

ティア「私たち見まもり隊コネクト」は、今月、

大阪府知事から表彰されました。部活動のランニ

ングをしながら「まちを見守る意識」をプラスす

るランニングパトロール（ランパト）も、先月、

大阪府警察本部で表彰されました。これらのボラ

ンティア活動を通して、年齢や性別に関係なく、

さまざまな人と関わることで、たくましく生きて

いく力（社会の変化に対応できる多様性）を身に

つけています。これらの実践を「Senyo Style」と

呼んでいます。 

 今日、この場でお話させていただいたのは、堺

市や堺警察だけでなく、堺北ロータリークラブと

泉陽生が繋がって何か新たな取り組みができな

いか、社会貢献ができないか、この機会がその第

一歩になってほしいと思ったからです。堺北ロー

タリークラブの皆様、ともに泉陽高校を「進化！

新化！深化！」させてください。今後ともどうぞ

よろしくお願いいたします。  

 

 

卓  話 
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会長 中川 澄 

 

 前回に続いて、遺産分割のお話

です。 

 遺産に不動産が含まれるとき、

不動産は何を基準に評価するので

すか、というご質問をよくいただ

きます。答えは、固定資産税評価額

でも路線価でもなく、「時価」です。ただ、「時価」

をどうやって決めるかは難しく、当事者双方がそ

れぞれ不動産業者の査定書を持ち寄り、双方の査

定額を足して２で割ったりすることもあるので

すが、話がつかなければ鑑定するほかありません。

鑑定は、裁判所が選任した不動産鑑定士にしてい

ただきますが、鑑定費用は当然ながら当事者持ち

です。法定相続分に従いそれぞれが負担すること

になっています。 

 生命保険の死亡保険金はどう扱われますか、と

いうのもよくあるご質問です。相続税の申告のと

き、生命保険の死亡保険金は遺産に含めて税額を

計算しますが、遺産分割において、死亡保険金は

受取人の固有財産として扱われますので、原則と

して分割対象とはなりません。但し、死亡保険金

以外の遺産があまりに少ないときは、死亡保険金

を受け取った相続人が更に遺産の法定相続分を

取るのはさすがに不公平なので、死亡保険金の額

も遺産の額に含めて、それぞれの取り分を計算し

ます。 

 

 

  

 

広報委員会 

「ロータリーの友・11月号の紹介」 

           広報委員長 池田 茂雄 

 

「左開き」 

（1）「RI会長メッセージ」(5ページ) 

  私が初めて奉仕の重要性を意識し

たのは、ロータリーによる活動のな

かから人々の人生が大きく変わって

いくのを体験したからでした。私のクラブで、近

隣の農村にトイレを設置し衛生面の改善を図り、

安全な飲み水を提供するというプロジェクトの

ときでした。私たちのこのプロジェクトに現地の

方々から信頼と支援の輪が広がり事業が大きく

進展して、やがて国全体での衛生面の推進につな

がり、そして更には、教育の機会を提供するまで

に発展していきました。素晴らしいことです。 

今月 11 月はロータリー財団月間です。世界中で

様々な奉仕活動が実施されておりますが、皆さん

頑張ってください。 

（2）「インドってどんなところ」（15ページ） 

シェカール・メータ RI会長は、インド カルカッ

タの方ですが、インドのことが紹介されておりま

す。 

人口は日本の約12倍13億6千万人で中国と並ぶ

世界の大国（世界で 2 番目）、国土は日本の 8.7

倍、首都はニユーデリーです。さまざまな宗教や

文化が入りまじる活気あふれる国で、観光もお勧

めします。中世の遺跡からイギリス統治時代の名

残を感じさせる魅力いっぱいの国インドです。 

それと、朝からホテルのビユッヘには沢山の種類

のカレーが並ぶカレーの本場インドでもありま

す。そして、日本製のミネラルウオーターとカッ

プラーメンが大人気で、これがないと日が過ごせ

ないという人がおられるそうです。  

ただ、インドでは牛は神の化身で、殺して食べた

りはしません。街には野良牛がいるのだそうです。

水には注意が必要で食事はホテルだけにして、外

で水は飲まない事、歯を磨くときもペットボトル

の水を使う事です。そうしないと、トイレにばか

り駆け込むことになりますよ。 

（3）「米山から世界の町へ」（30ページ） 

  カムピラー.アイラダーさん、タイ国から来ら

れた米山学友の方です。 

  タイの精神的支柱ともいえる仏教について、視

点を変えて是非、日本で学びたいとの思いがあっ

て、東京にある東洋大学で仏教学を学びました。

日本に魅力を感じられたのですね。 

（4）「ロータリーはアイデアの宝庫」（35ページ） 

ロータリアンとして地域貢献がしたいなど、マン

ガ形式でよく分かります。 

（5）「詰め碁」（40ページ） 

  11月は奇数月ですので、囲碁のことが載ってい

ます。偶数月は将棋です。 

  黒先手で白を殺すにはどのように打ちますか

との問題です。答えは「黒16の三」からです。45

ページに載っています。 

この囲碁のページが始まったのが3年くらい前の

ことですが、堺北クラブのホームページの囲碁の

会長の時間 

時間 

 

委員会報告 

時間 
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欄に、これを奇数月に是非載せたいと思い、ロ―

タリーの友に問い合わせたところ友に載せるた

めにもらった原稿なので、それは駄目といわれま

した。 

「右開き」 

（1）「デジタル技術って？」（65ページ） 

  最近デジタル化とよく言われますが、「アナロ

グからデジタルへ移行する」ことなのです。分か

りやすく言うと,従来からの手書きの文字や数字

などをペーパーに記入して保存するのはなく、電

子化することなのです。これは、光ファイバーに

よる光通信システムやインターネット技術など

を酷使して、情報処理をすることなのです。離れ

ている人たちが一緒にいるような状態で会話が

できたり、職場を離れてのテレワークなど、世の

中は大変な変わりようです。 

これと並んで AI 技術ですが、これは人間の頭の

働きをするシステムを人間が作り出すことなの

です。私、囲碁を少しばかりやっておりますが、

進行している対局を、同時に AI が即座に進めて

いくんですよ。人間の頭では、AIに勝つことが出

来ないとろまで AI技術は進んでいます。 

（2）「友愛の広場」（57ページ） 

  クラブの活動状況やその成果などを少し詳し

く紹介しているのが、このページなのです。 当ク

ラブが 10 年前から行っております「子ども囲碁

フェスタ・堺」ですが、この行事への参加者の中

から「プロ棋士」が誕生したという記事が、「ロー

タリーの友・来年 1 月号」のこの「友愛の広場」

に掲載されます。この「友愛の広場」には、今ま

でにも掲載されたことが何回かあります。 

「拡大例会」もその一つでしたね。 

 

 

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 

 

 11月度「ダメ ゼッタイ」募金を行

いました。今回は南海グリル みやざ

き館 KONNE より 高糖度みかん

“南国の陽密”をご用意しました。 

募金金額は、１７，５００円でした。

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 （50音順） 

奥野圭作会員 武田先生、今日は大変ありがとう 

       ございます。どうかよろしくお願 

       い申し上げます。 

北側一雄会員 今夜は早い時間に天体ショーが 

       見れそうですね。 

笹山悦夫会員 武田先生、ようこそお越しくださ 

       いました。一週間前から卓話大変 

       楽しみにしていました。 

城岡陽志会員 泉陽高校 武田校長先生の卓話楽 

       しみにしています。私の母校は泉 

       陽高校と言っていますのでヨロ 

       シクお願いします。 

嶽盛和三会員 武田先生卓話よろしくお願いし 

       ます。孫が先生の学校にお世話に 

       なっています。2年生です。 

鶴 啓之会員 武田校長先生、本日はよろしくお 

       願い致します。甥の子供が今年泉 

       陽高校に入学しました。「辻ユイ」 

       と言います。バトミントンクラブ 

       に入部しました。甥の子に問題な 

       いかと聞きましたら、「とんでも 

       ない！楽しくいい学校です！」と 

       言っておりました。 

中川 澄会員 武田先生、ようこそお越し下さい 

       ました。卓話楽しみにしておりま 

       す。 

中田 学会員 武田様、本日の卓話よろしくお願 

       いします。 

吉村博勝会員 武田温代校長先生、本日卓話よろ 

       しくお願いします。私の次女長男 

       「荒木」です。二年生陸上部でお 

       世話になっています。よろしくお 

       願いします。 

 合計３４，０００円 

 

 

 

 

ＳＡＡ報告 

時間 

 

11月度 皆出席表彰 池田茂雄会員（第３９回） 

例 会 風 景 


