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     前回の例会 

2022年 5月 20日（金)第 1950回    

卓 話  「 鳥井駒吉の生涯 」 

卓話者   鳥井 洋 様  

紹介者   三上 尚嘉 会員 

今週の歌 「日も風も星も」「堺北ＲＣの歌」 

     「いつでも夢を」 

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 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2022年 5月 27日第・第 1950号 

 2022年 5月 27日（金)第 1951回    

  「 次年度のための 

      第3回クラブアッセンブリー 」 

      次年度各委員会委員長  

今週の歌 「我らの生業」 

     「浜辺の歌」 

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 

 

 

 

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 

 

 2022年 6月 3日（金)第 1952回    

    「 第4回クラブアッセンブリー 」 

        各委員会委員長  

本日の例会 

 

時間 

 

＜5月20日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            17名 
欠席会員              11名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            0名 

今週の歌 「浜辺の歌」 

  あした浜辺をさまよえば  

  昔のことぞしのばるる 

  風の音よ雲のさまよ 

  寄する波も貝の色も 
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       「 鳥井駒吉の生涯 」 

           卓話者 鳥井 洋  様  

           紹介者 三上 尚嘉 会員 

 

  

 鳥井駒吉は、嘉永六年(1853

年) 和泉屋に生まれた。彼が

十七歳の時､父が亡くなった

ので、父の跡を継ぎ、家業の酒

造業を継いだ。 

 商売熱心で商才に富み、そ

の上先見の明を持ち、次々と

新しいアイデアで、家業のみならず、 数々の事業

を起こし、商傑とまで呼ばれるほどであった。明

治十二年、27歳で堺酒造組合を組織し、その総代

に押され組合長として酒の造り方を改良してい

った。 また、酒を樽から桝に移すときに、マルか

らシカクではこぼれて無駄が多いと、ビン入りの

酒を考案し、これをバルセロナで開かれた万国博

に出品し、その 4年後に発売して大きな人気を得

た。 

 酒造の効率を高めるために、酒造家が共同で精

米会社をつくり、酒も共同で醸造して、その品質

の安定化をはかったりした。それは後の堺酒造株

式会社となり、胸吉は取締役になった。 

 酒造家が火災に遭うと、二度と立ち上がれない

ほどの被害を受けるので、酒造火災保険会社を造

り、その副社長になった。 

 駒吉は、その頃はまだ贅沢な飲み物とされてい

たビールに目をつけ、これからはビールの時代だ

と、内務省からヘッドハンティングした生田秀を

ドイツに派遣して調査・研究を進めるとともに、 

千里丘陵から流れる地下水を彼に送るなどビー

ルを作る場所を選び、吹田村 (現吹田市) にアサ

ヒビールの会社を明治 20 年に創立して、その初

代社長になった。 

 駒吉は、その他の方向として､ 阪堺鉄道の路線

を引くのに努力した。 

 その他、 駒吉は二十歳代で県会議員に、 また、 

府会議員にも押されていた。 

 こうして見ると駒吉は仕事一途の人間かとも

思われがちであるが、彼は哲学的な掛け軸も書い

ている。 一例ではあるが、三文字の書を掛軸にし

てある 「得其楽」 の意味は、そこに在るものに

楽しみを得れば、 苦しみばかりの世界より何十

倍もの心地よさが味わえるに違いないと私は思

え、駒吉翁もなかなかの哲学者であったように思

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 中川 澄 

  

 今回は、少し、弁護士の専門性に

ついてお話します。 

 弁護士です、と自己紹介すると、

「専門は何ですか」と聞かれること

がよくあります。これは、弁護士が

医者と似たような教育システムに乗っていると

いう誤解によるご質問かと思われます。 

 誤解を恐れずに言うと、ほとんどの弁護士には

「専門分野」はありません。ほとんどの弁護士に

は医者のような専門教育を受ける機会が与えら

れていないからです。（大事務所で海外案件や知

的財産案件などを扱っているような方たちは別

です。） 

ホームページで「●●に強い」という広告を出し

ている方も多いですが、あれは、自己申告による

ものであり、言った者勝ちの世界です。  

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間  

卓 話 

時間 
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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 

 

 5 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福祉施

設“麦の会作業所”のクッキーです。 

募金金額は、９，０２７円でした。 

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

広報委員会 

「ロータリーの友・５月号を読んで」 

           広報委員 中田 学 

 

【横組み】 

P8 特集 青少年奉仕月間 

「若者の間で急増する大麻の乱用」 

（公財）麻薬・覚せい剤乱用防止セン

ター監事 中山 悦憲氏（東京恵比寿ＲＣ） 

 2021 年 4 月 8 日付の朝日新聞デジタル版に、

「大麻事件の摘発､初の 5千人超 高校・大学生は

過去最多｣ という記事が出ました。内容は 「大麻

を所持したり人に譲り渡したりしたとして警察

に摘発された人が昨年(20年の 1年間で)、初めて

5千人を超えた。(中略)全体の 7割近くが 20代以

下で、高校生と大学生の摘発は過 去最多。若者の

乱用が目立っている」というものでした。  

 その後のコロナ禍で、人と人との交流が制限さ

れる中でも若者を中心に大麻事犯の検挙数は増

加。今年 3月 10日、時事通信社がウェブ上に発

信した記事を見ると、警察庁の統計で、20歳未満

の少年による大麻事犯の検挙数は 994 件。 過去

最多を更新する事態となり、若者の間の薬物使用

が深刻化していることが、浮き彫りになりました。

と記載されており、過去に薬物依存症であった人

が「（新型コロナの影響で）人と会えなくて寂し

い・・・」という気持ちから、再び手を出すとい

うケースもあるようです。 

またインターネットのSNSを通じて密売されてい

る薬物を簡単に購入できることから、ますます低

年齢化しているとのことでした。 

＜乱用される主な薬物＞ 

 覚醒剤 コカイン MDMA・MDA LSD 大麻 

 ヘロイン その他にも・・・  

 危険ドラッグ 向精神薬 有機溶剤(シンナー 

 など) 

当クラブでも若者の薬物乱用を重大視しており、

啓蒙活動に役立てていただくため、毎月「ダメ・

ゼッタイ募金」の活動を行っております。 

 

【縦組み】 

P4 (P73) 「低年齢化する子どものメディア漬け 

～２歳児問題～ 」 

(医)増田クリニック院長 増田 彰則氏 

スマホが２歳児に与える影響 

① アイコンタクトとスキンシップの減少 

② 睡眠が障害される 

③ イライラしやすくなる 

④ 脳の発達の遅れ 

⑤ 言語発達の遅れ 

⑥ 社会性が育ちにくくなる 

⑦ 注意力の低下 

 お父さんやお母さんが赤ちゃんの反応に対し

て目を見て話しかけたり、あやしたり、抱っこ

したりして応答すると赤ちゃんは喜び、安心し

ます。しかし、授乳中に赤ちゃんよりもスマホ

やテレビを見ていると、アイコンタクトの時間

が減少します。また、乳幼児にスマホを見せる

とスマホの光や画面の動きに興味を持ち、それ

を要求するようになり、お互いに注意を向け合

う大事な時間が減ってしまいます。 

 アイコンタクトが少なくなると、親や周りの

人たちとの対面でのコミュニケーションが減り

ます。その結果、注意と関心を向けてもらえる

時間が減少し、子どもの愛着(アタッチメント) 

形成に悪影響が出たり、言語発達の遅れにつな

がったり、社交性が失われ、他人との人間関係

を築くことが苦手になりやすくなります。と記

載されており、又、増田氏は「子どもの脳の発

達は大人の責任」と子どもをメディアから守る

ための取り組みが必要だと警鐘を鳴らしていら

っしゃいます。 

P26 (P51) 「声」2月号の感想 

 卓話の泉「パワハラに注意！」への感想 

  当クラブ 鶴 啓之会員 

委員会報告 

時間 
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 「自然と出る言葉や行動の中にもパワハラに

当たるものがあると知る。弊社のリスクマネジ

メントの参考にさせていただく」と投稿されて

います。 

P62 (P15) 柳壇  地区内会員の投稿です。 

岸和田東ＲＣ 近江 和代 氏 

 「たいせつな学生生活ほぼじしゅく」 

 以上、5月号のご紹介です。ぜひご一読くださ

い。 

 

 

 

（１）配布物 

 ・週報 ・卓話資料  

 ・ロータリーの友 5月号   

 

（２）他クラブ例会変更・休会のお知らせ 

＜堺東ＲＣ＞ 

・5月 31日(火)→休会（定款第 7条第 1節） 

 

（３）第 4回クラブアッセンブリー開催のご案内 

 次週 6月 3日（金）の例会は、第 4回クラブ

アッセンブリーを開催いたします。 

今年度委員会委員長、同好会代表世話人の皆様

は、ご報告よろしくお願いいたします。 

 

  

 

 （50音順） 

池永隆昭会員 罰金です。 

奥野圭作会員 鳥井様、本日は大変有難うござい 

       ます。よろしくお願い申し上げま 

       す。 

塩見 守会員 鳥井様本日の卓話楽しみにして 

       おります。来週の次年度のための 

       第 3回クラブアッセンブリー、仕 

       事で欠席申し訳ございません。 

       綿谷幹事よろしくお願いします。 

嶽盛和三会員 二週お休みさせていただきまし 

       た。来週も東京なのでお休みさせ 

ていただきます。 

中川 澄会員 鳥井様、本日はようこそお越し下 

       さいました。卓話楽しみにしてお 

       ります。 

那須宗弘会員 三上先輩、お久しぶりです。今日   

       の卓話を楽しみにしています。 

三上尚嘉会員 お久しぶりです。今日は鳥井駒吉   

       翁の曾孫の洋氏に卓話をお願い 

       しています。よろしくお願いしま 

       す。 

 合計３２，０００円 

◆米山特別寄付 : 濵口正義会員、嶽盛和三会員 

 

 

 

 ゴルフ同好会 

「第１０４回北輪会のご案内」 

        次年度代表世話人 北村勝博   

 

 会員の皆々様におかれまして

は、益々ご清祥のこととお喜び申

し上げます。 

さて、この度「第１０４回北輪

会」を下記のように企画開催させていただきま

す。 

ご多忙の折りと存じますが、万障お繰り合わせ

の上是非ご参加賜りたくご案内申し上げます。 

          記 

 日 時：２０２２年８月６日（土） 

 場 所：天野山カントリークラブ  

     西・東コース 

     堺市南区別所 1549－46 

     ☎072－284－1919 

 集 合： AM 7：30  

スタート：AM 8：14 （8組予定） 

 会 費：おひとり様 6,000円 

    （賞品および会食費） 

 競技方法：18ホールストロークプレー 

 締め切り：7 月 22 日 （金） 

エントリーの都合上締切日までに事務局（ＦＡ

Ｘ Ｅメール）までご回答願います。例会にて

お返事頂いても結構です。 

SAA報告 

時間 

 

その他 

時間 

 

幹事報告 

 

時間 

 

 第3回 廃棄小型家電回収 

   締切：6月3日（金） 
 ワークセンターつつじさんの都市鉱山
発掘隊により価値あるものに！ 

ご協力お願いします！ 社会奉仕委員会 


