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2022年 1月 13日（木) 第 1940回 
「 新春合同例会・互礼会 」 

 １０：３０開会（10：00～受付 12：30終了）    
於：ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺４階 
 
 
 
 
 

 
22022年 1月 7日（金) 第 1939回 

卓 話   「 大人の剣道 」 
卓話者   北村 勝博 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  
〇会員・奥様誕生祝い（1月度）  
 畑中一辰会員(1日) 木畑 清会員(2日)   
  塩見 守会員(11日)  奥野圭作会員(17日) 
  綿谷伸一会員(17日)  
 鶴  京子様(14日) 中田のり江様(17日)  
 田口美保子様(19日)  
〇結婚記念祝い（１月度）  
 國井 豊会員(15日) 池永隆昭会員(22日) 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2022年 1月 21日第 1939号・1940号 

2022年 1月 21日（金) 第 1941回 

卓 話   「 日本と中国のここが違う 」 

卓話者   大阪電気通信大学 総合情報学部 

       准教授 佐藤 礼華 様 

紹介者   城岡 陽志 会員    

今週の歌  「 それでこそロータリー 」  

      「 堺北ＲＣの歌 」「 寒い朝 」 

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（1 月度）  

 藤永 誉 会員（第１０回）  

 吉村博勝会員（第１回） 

〇米山功労者表彰 

 嶽盛和三会員（第19回メジャードナー）  

 

 

 

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：池田茂雄 

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 

 

2022年 1月 28日（金)第 1942回 
卓 話 「 職業奉仕フォーラム 」 

卓話者  坂田 兼則 職業奉仕委員長 

本日の例会 

 

時間 

 

＜1月7日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            22名 
欠席会員               8名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            0名 

＜1月13日(木)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            14名 
欠席会員              16名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            0名 
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       「 大人の剣道 」 

北村 勝博 会員  

 

 剣道を若干ご存知の方や剣道

をされている方のお話される場

合の基礎知識として、当卓話に

てお話させて頂きます。剣道を

されていない方からすると非常

に閉鎖的で、わかりにくい部分を少し簡単にご

紹介致します。剣道は武道であり、日本の伝統

文化のひとつとなります。よって剣道される方

が防具を持って、体育館や武道館に行かれる時

は“稽古”となります。決して練習ではありま

せん。剣道が武道としての理念は、 

１. 剣道の理念 

 剣道は剣の理法の修練による人間形成の道で 

 ある 

 “礼に始まって礼に終わる” 

 日本の伝統文化のひとつ 

 ※闘争本能むき出しはダメ 

 

 剣道は殴り合いのケンカではありません。相

手を想い、相手を敬う心が大切です。相手と稽

古をして打たれて“有難うございます。”という

気持ちで常に稽古をする必要があります。これ

が剣道を通じて人間形成をしていく道となりま

す。自分自身も若い時と今（５２歳）では剣道

に対する取組み姿勢が大きく変わってきます。

ただ試合に勝った、負けたではありません。ま

た礼儀を重んじる武道となります。体育館に入

ってから稽古のひとつひとつにあたるまで必ず

“礼”を致します。これは子供の教育にも非常

に便利な習慣と思います。 

剣道の段位が上がることを“昇段”と言いま

す。初段で１年、２段で２年置かないと次の段

の昇段審査を受審することができません。この

待機年数はそれだけの期間修行しなさいと言う

意味が込められています。 

特に８段は崇拝され、日本の国家資格等の公的

な試験の中で最難関と言われています。よって

８段の方と７段の方では、剣道のレベルが大幅

に違うことになります。 

 

２. 段位と合格率 

 初段 一級受有者で、満 13歳以上の者 

   13歳中学 1年 合格率 80%～90％ 

 二段 初段受有後 1年以上修業した者 

   14歳中学２年 合格率 60%～70％ 

 三段 二段受有後 2年以上修業した者 

    16歳高校 1年 合格率 40%～50％ 

 四段 三段受有後 3年以上修業した者 

    19歳大学 1年生 合格率 30%～45％ 

 五段 四段受有後 4年以上修業した者 

     23歳 合格率 20％～30％   

 六段 五段受有後 5年以上修業した者（全国 

   審査） 

    28歳 合格率 10％ 

 七段 六段受有後 6年以上修業した者 

    35歳 合格率 7％～10％ 

 八段 七段受有後 10年以上修業し、かつ、 

    年齢 46歳以上の者 １%未満 

 

３. 私の剣道歴 

 小学校２年～６年 地元の剣道場（５年） 

 中学校１年～３年 地元の剣道場（３年） 

 高校１年～３年  高校の剣道部（３年） 

           １１年 剣道２段 

 社会人３５歳～５２歳 １７年 剣道６段 

 

 木刀と竹刀があります。木刀は刀をイメージ

できます。この木刀を使って日本剣道形（カ

タ）という、技の基本を体得致します。木刀で

相手を打つことはありません。竹刀は刀のよう

に、下の部分、上の部分があります。これを間

違えて打っても試合では一本になりません。 

 

４．大人の剣道 

（１）竹刀と木刀 構え 

  中段、上段、下段の構えがあります。それ 

 ぞれ意味がありますが、通常は中段の構えで 

 稽古をします。-また詳細は次回ご紹介させて 

 頂きます。 

（２）試合と立会い稽古，地稽古 

   気剣体の一致と残心 

   初太刀 

卓  話 
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  再重要用語となります。剣道の１本とは、 

 ただ相手の打突部位にあてるだけではありま 

 せん。どのような体制でも相手の打突部位に 

 当てれば良いというものではありません。相 

 手を切る、基本に忠実に打つ必要がありま 

 す。基本に忠実に打つ行為＝気持ち（声、発 

 声）、剣（技）、体（体制、身体の状態）が一 

 致することが肝要です。プラス打った後の残 

 心が大切です。残心は打った後に相手がこれ 

 以上反撃できないよう最後まで気持ちを相手 

 に残すことを言います。残心のない打ちに一 

 本はありません。 

   

（３）間合い 攻めと守り 

  お時間の関係上、ご説明が途中となりまし 

 たが、また機会がありましたら、その２、そ 

 の３とご説明させて頂きます。 

 ご清聴ありがとうございました。 

   藤永会員にもご協力いただきました 

 

 

 

会長 中川 澄 

 

 皆様ご自身はあまり縁がないお

話かもしれませんが、従業員の方や

その親族がいきなり逮捕されるこ

とがあるかもしれませんので、刑事

事件について少しお話します。 

 犯罪を犯しても絶対身柄拘束さ

れるとは限らず、普通に生活しながら刑事裁判を

受けることもあります。もちろん、身柄拘束され

ることもあります。 

身柄拘束されない場合、捜査のタイムリミットが

ほぼない状態なので、事件発生から１年経ってよ

うやく裁判ということも多いです。身柄拘束され

た場合は逮捕何時間、勾留何日と起訴までの時間

が決められているため捜査は比較的スピーディ

ーに進みます。勾留されるまでは弁護士以外は本

人と連絡が取れないので、勤務先は「いきなり本

人と連絡がとれなくなった。どこにいるのかわか

らない」という状態で２、３日待つことになりま

す。 

 勾留期間が満了するとき、検察官が起訴するの

か罰金にするのか正式裁判を要請するのかを決

めます。正式裁判をすることになれば、判決言い

渡しまで身柄拘束されるのが原則です。正式起訴

された後は保釈請求もできます。 

 

 

 

 

広報委員会 

「開口神社・年始参拝」 

           広報委員長 池田 茂雄 

 

 今年も恒例の開口神社参拝を、令

和 4年 1月 3日(月)午前 11時より

行いました。 

朝から快晴に恵まれましたが、寒さ

ことのほか厳しい中での参拝となり

ました。神殿での礼拝では皆さん思い思いのお

祈りを心に秘められたことと存じます。儀式が

終わり記念写真を撮った後、あいにくコロナ禍

の中なのでお互い三密を避けるため自粛すべ

く、その場で解散いたしました。 

 コロナ禍で感染注意情報が流れる中でした

が、会員 15名と事務局坂上さんに参加して頂き

ました。皆さんの元気なお姿を拝見し、今年も

堺北ロータリークラブの活発な活動が期待され

るところであります。私たちは一日も早いコロ

ナウイルスの終息を願っています。 

会長の時間 

時間 

 

委員会報告 

時間 
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国際奉仕委員会 

国際奉仕委員 北村 勝博 

 

 昨年12月台風22号で被災したフ

ィリピン セブ島へ弊社主体の復興

支援プロジェクトにクラブからも

ご協力いただきました。 

今回第一弾として食料や水を購入

し、8ボックス 1月 18日に発送致しましたことご

報告いたします。この後 10 ボックス発送の予定

をしていますので、またご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）本日配布物 

 ・週報 

  ・卓話資料 

 ・開口神社 三上会員より干支の置物 

 ・忘年家族例会写真（参加者のみ） 

 

（２）他クラブ例会変更・休会のお知らせ 

  ・堺泉ヶ丘ＲＣ 

   2月 22日（火）→休会 

   

 

 

 （50音順） 

池田茂雄会員 北村会員、卓話楽しみにしていま 

       す。 

奥野圭作会員 北村さん、年頭の卓話よろしくお 

       願いいたします。 

北側一雄会員 明けましておめでとうございま 

       す。昨日は、東京は大雪。今日は 

       晴天で、とても美しい光輝く景色 

       です。本年も宜しくお願い致しま 

       す。 

木畑 清会員 新年おめでとうございます。今年 

       もお世話になります。オミクロン 

       が広がっています。気をつけて頑 

       張りましょう。  

坂田兼則会員 新年、おめでとうございます。 

       今年もよろしく。 

塩見 守会員 明けましておめでとうございま 

       す。本年もよろしくお願いいたし 

       ます。 

城岡陽志会員 昨夜、タビオの操業社長夫妻が交 

       通事故で亡くなりました。愛媛出 

       身で小学校を出て、丁稚奉公から 

       靴下で上場迄した苦労人です。 

       豪快でユーモアがある人で尊敬 

       していました。大変残念です。 

田口 隆会員 あけましておめでとうございま 

       す。今年もよろしくお願いします。 

嶽盛和三会員 あけましておめでとうございま 

       す。本年もどうぞよろしく。 

鶴 啓之会員 あけましておめでとうございま 

       す。女房の誕生日祝いありがとう 

       ございました。結婚して今年で 39 

       年になります。「光陰矢の如し」で 

       す。あの時は若かったなぁ！ 

中田 学会員 新年明けましてお目出とうござ 

       います。本年も宜しくお願いしま 

       す。北村さん卓話楽しみです。 

永富久紀会員 本年もよろしくお願いします。 

吉村博勝会員 新年あけましておめでとうござ 

       います。入会 2 年目になります。 

       本年もよろしくお願いします。 

綿谷伸一会員 明けましておめでとうございま 

       す。下半期もよろしくお願いしま 

       す。 

 合計５１，０００円 

 

 

ＳＡＡ報告（1月 7日） 

時間 

 

幹事報告 

時間 

 

幹事報告（1月 7日） 

時間 
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第７回定例理事会 

理事会構成メンバー 

中川、塩見、笹山、綿谷、池田、木畑、坂田、

中田、池永、藤永、畑中（会計監事：永富） 

日 時 ２０２２年１月７日（金）例会後 

場 所 「南海グリル 東店 3Ｆ」 会議室 

議 案   

１．１２月度 8ＲＣ連絡会について - 報告 

２. 2022-2023年度地区米山寄付増進小委員会  

 委員出向のお願い  

 ・幹事一任 – 承認 

３. 堺北ロータリークラブ･細則改正案について 

  池田、坂田、嶽盛、中田、塩見、藤永、綿谷 

 のメンバーで構成し、細則改正案委員会の 

 立ち上げる – 承認 

４. 国際奉仕委員会 タイ ノンケームＲＣ・ロ 

 イエッツＲＣ友好クラブの件 

 引続き継続 – 承認                                

５. 互輪会（ホスト）について 

 ・4月 12日（火）に実施予定 – 承認 

６. 2021-2022年度上半期会計報告について  

  - 承認 

 

  １２月度 堺８ＲＣ連絡会議事録 

日時：令和 3年 12月 10日（金）14：30～ 

場所：南海グリル 東店３階「宴」 

ホスト：堺北ＲＣ 

〈議事〉 

１．映画「二宮金次郎」上映会のご案内（堺お 

 おいずみＲＣ） 

 令和４年２月５日（土）14：45～16：45 

 令和４年４月２日（土）14：45～16：45 

 それぞれ堺市総合福祉会館にて上映予定 

２．クラブ解散の件（堺南ＲＣ） 

  令和４年６月末をもって解散予定 

３．ＩＭの件（堺中ＲＣ） 

・「８ＲＣ合同例会」の名称で令和４年９月～ 

 １０月ころ開催予定 

・各クラブ会長又は幹事のいずれかを委員とし 

 委員が協議して実施計画を立てる 

・クラブ間の親睦を深めることを主な目的とす 

 る 

国際ロータリー第２６４０地区 

地区大会記念ゴルフ大会開催のご案内 

 

 昨年は、コロナ禍における感染者、及び重傷

者の拡大によって中止を余儀なくされてしまい

ました。今年度は現状では、開催を予定致して

おります。この記念ゴルフ大会において 2640地

区のロータリアンの熱き友情が一層深まり、ロ

ータリーの光が広がることを祈念いたしており

ます。皆様方におかれましては、公私ともお忙

しいとは存じますが、是非ともご参加頂きます

様お願い申し上げます。 

  

 《地区大会記念ゴルフ大会の実施要項》 

日時：2022年 3月 9日(水) 参加人数：200名  

  午前 6:45 登録開始予定 

  トップスタート 7:30頃予定 

 (スタート時間の 30分前までには受付をお済 

 ませください。) 

会場：大阪ゴルフクラブ TEL 072-492-2111 

   大阪府泉南郡岬町深日３１ 

競技方法：ダブルぺリア方式 同スコアの場合

は HC順⇒年齢順 

参加費用：参加登録費 10,000円  

 (参加費、ホールアウト後の食事代、賞品代、 

 写真代等)プレイ費は各自フロントにて精算お 

 願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

1月会員・奥様誕生祝い 代表 鶴 啓之会員 

米山奨学生 グエン ティ ホアン オアンさん 
1月度米山奨学金 授与 
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 コロナ禍の中、2年ぶりの開催となりました

が、開催数日前よりコロナ感染者が急増したこ

とから、急遽時間を短縮、一部内容変更となり

ました。 

 

 

堺8 RC新春合同例会・互礼会 
2022.年1月13日（木） 

於：ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 

ホスト：堺おおいずみRC 

今週の歌 

「 寒い朝 」 

 

  北風吹きぬく 寒い朝も 

  心ひとつで 暖かくなる 

  清らかに咲いた 可憐な花を 

  みどりの髪に かざして今日も 

  ああ 

  北風の中に 聞こうよ 春を 

  北風の中に 聞こうよ 春を 

1月結婚記念祝い 代表 池永隆昭会員 

二宮金次郎と聞いて真っ先に浮かぶ姿といえば薪

を背負って勉学に励む銅像です。子どもの頃から

家の手伝いをしながら、書物を読んで勉学をして

いた‥そんなイメージですが、金次郎にとっては

当然のことで、本当に大事だと思っていたのはそ

の立ち方(銅像も片足が前)、一歩前に進もうとし

ている姿だということでした。 

どんな時も、”一歩歩むこと”を忘れてはいけない

という教えだそうです。 

 一番大事なことは、「一歩歩むこと」 

 

新春コンサート  ﾋﾟｱﾉ田原希美様、 
ﾊﾞｲｵﾘﾝ 西尾幸祐会員（堺おおいずみRC） 

新春講演 二宮金次郎7代目子孫・中桐万里子様 

 二宮金次郎が説いた教え「報徳訓」 

 

 父母の根本は天地の令名に在り 

 身体の根本は父母の生育に在り 

 子孫の相続は夫婦の丹精に在り 

 父母の富貴は祖先の謹功に在り 

 吾身の富貴は父母の積善に在り 

 子孫の富貴は自己に勤労に在り 

 身命の長養は衣食住の三つに在り 

 衣食住の三つは田畑山林に在り 

 田畑山林は人民の勤耕に在り 

 今年の衣食は昨年の産業に在り 

 来年の衣食は今年の艱難に在り 

 年々歳々報徳を忘るべからず 

        ↓ 

      心田の耕し 

  金次郎は報徳訓で心の田んぼの耕しを行った 

 堺おおいずみ RC後援 

   映画「二宮金次郎」上映会のご案内 

 

第11回 令和４年 

 ２月５日（土） １４：４５～１６：４５ 

第12回 令和４年 

 ４月2日（土） １４：４５～１６：４５ 

☆会場：堺市総合福祉会館 

 堺市堺区南瓦町２－１ 

 （南海 堺東駅 歩8分） 

＊定員 ２０名（申し込み順） 

  事前申し込みが必要です。 

  申込書は堺北RC事務局 

  までお申し出ください。 

＊資料代 500円/人 

 


