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      前回の例会 

2022年 4月 15日（金)第 1946回 

   「 ロータリーデー・拡大例会 」 

   １８：００～ （１７：３０～受付） 

   於：南海グリル 東店 3Ｆ「宴」 

 

 

 

 

     前々回の例会 

2022年 4月 8日（金)第 1945回 

卓 話  「 大相撲のお話 」 

卓話者  吉村 博勝 会員  

今週の歌 「我等の生業」「川の流れのように」 

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１０回）  

  中川 澄会員（第１２回）  

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2022年 4月 22日第 1945号・第 1946号 

 2022年 4月 22日（金)第 1947回 

卓 話  「 これからのネットワーク社会 」 

卓話者 パナソニック(株)エナジーシステム事業部   

    マーケティングセンター 

    ソリューション開発部近畿市場開発課 

       西之野 敏 様 

紹介者   辰 正博 会員  

今週の歌 「四つのテスト」「堺北ＲＣの歌」 

      「こいのぼり」 

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 

  那須宗弘会員（ポール・ハリスフェロー④） 

 奥野圭作会員（ポール・ハリスフェロー③） 

 坂田兼則会員（ポール・ハリスフェロー②） 

 

 

 

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 

 

 2022年 5月 6日（金)第 1948回 

卓話「 韓国醸造事情＆今後の日本食キーワード 」 

卓話者   鶴 啓之 会員 

     ＊4月29日は祝日休会です。 

本日の例会 

 

時間 

 

＜4月8日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            19名 
欠席会員               9名 

    ゲスト              0名 
    ビジター            0名 

＜4月15日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            20名 
欠席会員               8名 

    ゲスト              5名 
    ビジター            0名 
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        「大相撲のお話」 

         吉村 博勝 会員 

 

 皆さんこんにちは、「卓話の

時間」2回目になりますよろし

くお願いします。 

相撲に関心のある方、ない方も

おられると思いますが、相撲の

話をさせていただきます。 

大阪春場所 3月 27日(日) 千秋楽 

新関脇 若隆景 (わかたかかげ) が 12勝 3敗で

初優勝を果たしました。元大関の平幕高安との

優勝決定戦を上手出し投げで制した。 

 私と相撲の関係ですが、大阪春場所の宿舎を

提供して約 35年になります。 

きっかけは、春日山部屋後援会役員さんより境

内の一部を宿舎として、お世話をして欲しいと

依頼されました。 

昭和 62年 3月大阪春場所に始まり、春日山部

屋 ・井筒部屋・現在陸奥部屋のお世話をさせて

いただいてます。 

元大関の霧島親方、元横綱鶴竜親方、霧馬山関

取を始め 13名の力士、床山 2名、呼び出し 1

名、若者頭 1名です。 

 奉仕活動として、元堺東南 RC 精華高校インタ

ーアクトクラブの皆さんと地域の保育園・幼稚

園・小学校に｢ふれあい相撲」と称して奉仕活動

をしました。 

また、地域の人に毎年一日だけ無料「ちゃんこ

鍋」を提供してきましたが、ここ 3年間コロナ

禍の影響で中止しています。多いときは約 500

人くらい親子家族で食べに来られました。 

 

 

 

 

 

 

 

ちゃんこ鍋 

 祥雲寺 那須会員様がお世話されている出羽海

部屋が｢ちゃんこ鍋｣の始まりです。 

明治 42年旧両国国技館の完成の頃、名横綱であ

る第 19代常陸山 (ひだちやま) (明治 3 7年 1

月～大正 3年 5月) の人気で出羽海部屋の入門

者が一気に増して、個々に配膳してはとても間

に合わなくなったので、1つの鍋を皆で囲んで食

べる形式が考え出された。それ以降相撲界では

鍋料理が定番として定着している。 

父由来説 

 父さん、おじいさんを意味する「ちゃん」に

｢こ」 が付けられたものであるとする説｡ 若い

力士が炊事番のおじさんを親しみを込めて 「父

公(ちゃんこう)」 と呼んでいたことが伝えられ

ている。  

親方を父になぞらえ「チャン」弟子を「コ」と

して親方と弟子で食事をすることである説。 

蝶結び 

 何度繰り返してもよいお祝い事。 お礼などに

使用します｡ 結婚祝いには使用しません。 

結び切り 

 二度と繰り返したくないという意味で、 結

婚、 全快祝い、弔事に使用します。 

あわじ結び 

 末永く仲良くお付き合いの意味で慶事 弔事の

双方に用いられる。 

 

 

【卓話資料】 「大相撲の不思議」より 

「神」と共にある世界 土俵という聖域 

 1.神事であり 2.スポーツであり 3.伝統文化で

あり 4.興行であり 5.国技であり 6.公益財団法

人である  

「神事」と「興行」はまったく別のものとわか

る。神事は神を祀る儀式であり、昔からのしき

たりや方法にのっとって、厳かに進められる一

方 「興行」は料金を取って、スポーツなりを見

せるもの。客を楽しませるために時代の風を読

み、新たな工夫や変化を取り入れる。六つの要

素の中には、重なる部分を持つものもあるとは

いえ並立は難しい。 

 

※聖域とは 

「一定の区域を囲い、その内側」のことです。

外側は俗域とされる。囲うことを「結界を張

る」と言い、もともとは中国において仏教徒の

卓 話（4月 8日） 

時間 

 

 

 

出雲大社 大阪分祠内  

大阪春場所 宿舎 
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修行の場を囲んだことに始まる。修行僧の心を

乱す障害物が入らないように、その区域を囲っ

たのです。 

 

※土俵は 20俵の俵で結界され聖域と考えられる 

 建築的結界 恒久的に近い建築構造を持った結 

      界。万里の長城 西洋の城壁など。 

装置的結界 大道具や小道具のように簡単に動 

      かせ、可動的な装置。石や注連縄 

      など。神社や寺の境内に「女人結 

      界」と彫られた石柱を見ることが 

      ある。これは「この石柱から先は 

      女性の侵入禁止」という意味の小 

      道具である。   大峰山 高野山 

 

※花道 

 大相撲に花道はなぜあるのか｡ 東西の力士が

入ってくる道であり、取組を終えた力士が下がっ

ていく道が､ なぜ「花道」と呼ばれるのか｡ 芝居

小屋の花道, コンサートや各種のイベントでも

「特設花道」が造られたりする。「花道」の原点は

大相撲にある。東から入ってくる力士は頭に葵の

花をさしていた。西から入ってくる力士は瓢
ひさご

の

花をさしていた。(瓢は夕顔やひょうたん類の総

称である)それぞれの花をつけた力士が中央へと

入ってくるために、その道を「花道」と呼んだと 

いう説が伝わる。 

 

 

 

 

 

 

 

会長 中川 澄 

  

 本日は小ネタです。 

 一般に、入籍した配偶者以外の

方は、パートナーがほかの人に目

移りしてもあまり強く出られない

と思われているようですが、一切

文句を言う権利がないかという

と、そうでもありません。正式な妻がいる男性

と長年同居し、夫婦同様の生活を続けていたに

もかかわらず、男性がさらに別の女性と男女関

係になった場合、男性と同居している女性は新

たな女性に対し不法行為に基づく慰謝料請求が

できる場合もある、とする裁判例があります。

いわゆる２号さんがいわゆる３号さんを訴える

わけですから、「どの口が言うか」と思わなくも

ないですが、世の中は広くて、そういうケース

もあるのです。 

  

    

 

 （50音順） 

笹山悦夫会員 吉村会員、大相撲の話、楽しみに 

       しています。 

嶽盛和三会員 来週 15日は拡大例会。出席可能 

       な方はよろしくお願いいたしま 

       す。 

       吉村さん、卓話よろしくお願いし 

       ます。 

中川 澄会員 吉村会員、卓話楽しみにしていま 

       す。 

永富久紀会員 先週の例会欠席お詫び。 

堀畑好秀会員 家に帰ると「じぃちゃん、手洗っ 

       た？うがいした？」の元気な声が 

       聞こえて来ます。 

綿谷伸一会員 吉村会員、大相撲の卓話楽しみに 

       しています。 

 合計１９，０００円 

 

◆米山特別寄付・・・濵口正義会員 

 

 

 

 

（会員は 50音順） 

西野 千晶 様 本日はお誘いいただきありがと 

       うございます。 

奥野圭作会員 会員増強、親睦活動委員会の皆様、       

       今日は大変お世話になります。 

北側一雄会員 お元気な皆さんとお会いできて 

       とてもうれしいです。 

城岡陽志会員 天田さん、大曲さん、杉山さん、   

       西野さん、よく来ていただきまし 

       た。ごゆっくりして下さい。 

SAA報告（4月 8日） 

時間 

 

会長の時間 (4月 8日) SAA報告（4月 15日） 

時間 

 

こちらの続きは、次回週報に掲載させていただ

きます。 
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嶽盛和三会員 本日はご参加ありがとうござい 

       ます。 

       天田康平様、大曲一聡様、杉山直 

       大様、西野千晶様、米山奨学生 

       グェン ティ ホアン オアンさん、 

       ようこそお出でいただきました。 

       ごゆっくりおくつろぎ下さい。 

辰 正博会員 本日はお客様出来る限り入会お 

       待ちしています。 

鶴 啓之会員 本日ご来会の皆様、ともに奉仕の 

       理想を目指しましょう！ロータ 

       リーは、楽しい人生道場です。 

中川 澄会員 ゲストの皆様、ようこそお越し下 

       さいました。嶽盛委員長、ありが 

       とうございます。 

中田 学会員 天田様、大曲様、杉山様、西野様 

       ようこそ堺北 RCへ。楽しい所で 

       す。 

永富久紀会員 本日堺北ロータリークラブ拡大 

       例会に参加くださいましてあり 

       がとうございます。ロータリーク 

       ラブに入ってロータリーライフ 

       を楽しみましょう。 

那須宗弘会員 お客様の皆様、コロナ禍の拡大例 

       会ご出席ありがとうございます。 

       又、増強委員会の方々は大変御苦 

       労様でした。 

畑中一辰会員 拡大例会ありがとうございます。 

       大曲君 JC卒業とともに堺北ロー 

       タリークラブ入会おめでとうご 

       ざいます。入会予定でした～ 

米澤邦明会員 久々の夜間例会、たまにはいいで 

       すネ!! お客様に申し上げます。 

       本日の例会はほんの一例です。 

       もっともっと楽しく、役に立つ例 

       会や催しが有ります。お楽しみ 

       に!! 

綿谷伸一会員 拡大例会ゲストの皆様ようこそ 

       堺北クラブにお越し下さいまし 

       た。 

 合計４９，０００円 

 

 

 

 

 

第 10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、畑中 （会計監事：永富） 

日 時 ２０２２年４月８日（金）例会終了後 

場 所  例会場 

議 案   

１．3月度 8ＲＣ連絡会について 

 ・中止のため報告事項なし 

２. 2022-2023年度理事役員について - 承認 

３．堺北ロータリークラブ･細則改正案について 

  - 継続審議 

４．最終例会について 

 ・シェラトン都ホテル大阪に変更 – 承認 

５. 堺東ＲＣ創立５０周年式典出席とお祝いの 

 件 

 2022年 4月 24日(日) 

 於：ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺 

 ・式典・祝宴には会長出席 

 ・お祝いは堺 8RCの規定の通り＠1000円×会 

  員数 28名とする – 承認 

  

 

 

 

 

 例 会 風 景（4月8日） 

その他 

時間 

 

4月度 皆出席表彰 米澤邦明三会員（第10回） 

4月度 皆出席表彰 中川 澄会長（第12回） 
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会長 中川 澄 

昨年、一昨年と新型コロナウイル

スの感染拡大に伴い、拡大例会が実

施できておりませんでした。３年ぶ

りに開催できることをうれしく思

います。 

  ゲストの皆様、ご紹介者の皆様、本日の拡

大例会を企画実行してくださった会員増強委員

の皆様、どうもありがとうございました。 

本日は短い時間ではありますが、お楽しみくだ

さい。 

 

 

会員増強委員長 嶽盛 和三 

只今より、ロータリーデー 拡大

例会を開催させていただきます。

私は会員増強委員長の嶽盛和三で

ございます。 

本日は、年度初めで公私ともお

忙しい中、会員のお知り合いのお客様、また会員

の皆様方、 米山奨学生グエンティ･ホアン･オア

ンさんもご参加いただきありがとうございます。 

この二年間は、この拡大例会もコロナ禍のため

に開催することが 出来ずにおりましたが、今年

度はお客様が少なくても開催する事を委員会で

決定致しました。 

本日は、お客様も4名と少数ではございますが、

なかなか宴会の機会も少ないと存じますので､ 

懇親を深めあい、クラブの入会につながればと存

じます。 

天田 康平様 (平野会員ご紹介） 

大曲 一聡様 (畑中会員 〃 ） 

杉山 直大様 (北村会員 〃 ） 

西野 千晶様 (嶽盛会員 〃 ） 

今週の歌 「鯉のぼり」 

 

 甍
いらか

の波と 雲の波 

 重なる波の 中空を 

 橘かおる 朝風に 

 高く泳ぐや 鯉のぼり 

 

第3回ロータリーデー・拡大例会 
2022年 4月 15日（金）18：00～ 

   於：南海グリル 東店 ３Ｆ 

 

会長の時間 (4月 15日) 

第 90回互輪会 ホスト報告 

             互輪会実行委員長 

                 綿谷 伸一 

  

      2019-2020年度より再三コロナで   

      中止となり延期していました「第    

      90回互輪会」をホストクラブとし 

      て、4月 12日（火）、天野山カン 

      トリークラブにて、ようやく開催

することができました。 

当日は、好天に恵まれ、久しぶりにゴルフを通

じて、他クラブと親睦を深めることができ、有

意義な一日となりました。 

当クラブの成績は、団体準優勝でした。残念で

すが、ホストクラブとしては良い順位だったと

思います。 

 当日運営にご協力いただきました皆様ありが

とうございました。特に米澤会員、嶽盛会員に

は感謝いたします。 

 

 

本 日 の お 客 様 

開会の挨拶 
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本日はお忙しい中、ご来会いただきまして誠にありがとうございました。 

これを機に、いつでも、お気軽に、例会や活動にご参加ください。お待ちしております。 


