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前回の例会 

2022年 10月 21日(金)第 1969回 

卓 話 「絵図で見る堺のまちの成り立ち」    

卓話者  堺市文化財課 

      非常勤職員 井溪 明 様 

紹介者  堀畑 好秀 会員 

今週の歌  「Ｒ-０-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４２回） 

國井 豊 会員（第３７回） 

木畑 清 会員（第 ８回） 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2022年 10月 28日 第 1669号 

 

 2022年 10月 28日(金)第 1970回 

卓 話   ｢ 堺包丁と食文化 ｣ 

卓話者 株式会社 和泉利器製作所 

代表取締役会長 信田 圭造 様 

（堺ロータリークラブ） 

紹介者  城岡 陽志 会員 

今週の歌  「 四つのテスト 」 

「 里の秋 」 

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 

 

 

 

2022-23年度 国際ロータリーのテーマ 

       「 イマジン ロータリー」 

  国際ロータリー会長 ジェニファーE・ジョーンズ（カナダ・ウインザーローズランド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)  ： 森本芳宣 

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

E-mail ： morimoto@rid2640g.com 

会長：塩見 守  幹事：澤井久和  広報委員長：池田茂雄  編集者：吉村博勝 

 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

 2022年 11月 6日(日)第 1971回 

｢ 2022-2023年度 地区大会 ｣ 

於：ホテルグランヴィア和歌山 

＊11月 4日(金)の例会は上記地区大会へ変更

いたします。 

本日の例会 

 

時間 

 

次回の例会 

 

時間 

 

＜10月14日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            29名 
出席会員            18名 
欠席会員                     11名 

    ゲスト                        1名 
    ビジター                      1名 
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「絵図で見る堺のまちの成り立ち」    

    堺市文化財課 

      非常勤職員 井溪 明 様 

          紹介者 堀畑 好秀 会員 

 

堺のまちは、中世以来発掘調査

や記録などで判っているだけでも

５回以上の壊滅的な大火を蒙って

きましたが、それでも力強く甦っ

てきました。その足跡の一端を、

近世初頭から現存する地図などに

より辿ってみます。 

堺のまちは、慶長２０年(1615)に起こった大坂夏

の陣での豊臣方の放火などにより壊滅しますが、

勝利した徳川幕府は直ちに新しい町づくりを始

めます。この時、以前の町をただ復興するので

はなく、新しい街区を作り直します。これは

「元和の町割り」として、今日にまで続くまち

づくりでした。町割りが概ね完了した元和３年

(１６１７)３月、時の堺奉行長谷川藤広はこれ

を記念して梵鐘を鋳造させ、町の鐘とします。

現在堺御坊の鐘楼にある鐘です。ちなみに、夏

の陣で堺を焼いた張本人の豊臣家臣大野道犬と、

焼かれた堺を立直した地割奉行風間六右衛門は、

現在柳之町東2丁の月蔵寺に呉越同舟して供養さ

れています。 

さて、まちづくりを受けるように元禄２年(1689)

に作られたのが、「元禄二年堺大絵図」(以下、

大絵図と略)として知られている町絵図です。こ

の大地図から、幕府が直轄地である堺のまちを

どのようにして組み上げていったかが読み取れ

ます。町の北東南を、豊臣秀吉が天正１２年

(1584)に埋めたものより一回り大きく濠を掘って

取り囲み（現在、北は道路、東は阪神高速道路

で埋められ、南だけ現存）、その内側に小高いマ

ウンド（御土居）、農家の町並と農作物干し場の

ための空地(現在の土居川公園)、さらにその内

側にそれまで各所に点在していた寺を宗派によ

らず並べてゆくという、豊臣秀吉が京都で行っ

たのと同じような防衛体制を持った町組みを施

してゆきます。地図には、町名は基より道路幅

や各家々の間口奥行きまで正確に記され、寺社

名、各戸に住んでいる人の名前まで記される、

今でいう住宅地図に当たる詳細な内容で、広げ

た大きさは東西１０ｍ・南北５ｍ近くに及ぶ絵

図です。ちなみに、この頃の堺の人口は６万人

ほどであったようです（現在はその半分程度の

ようです）。この地図は、主に町の管理用として

同じものが二部作られ、ひとつは堺奉行所、他

は町の惣会所で保管され、必要に応じて照合修

正が加えられてゆくという、まさに近世堺の歴

史が積み重ねられた地図です。現在、奉行所分

は国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)、町方分

は堺市博物館で大切に保管されています。 

さて、この大絵図が作られたときには、大和川

はまだ柏原から東大阪の方に流れていましたが、

宝永元年(１７０４)に現在の場所に川筋が替え

られたことにより、大量の土砂が間断なく大阪

湾に直接流れ込み始め、下流域の堺は土砂によ

る新地が誕生してゆきます。それにより新田な

どが出来るというメリットもありましたが、堺

を支えてきた港湾機能が次第に衰えてゆくこと

となり、堺はその機能を大阪に譲らざるを得な

くなります。大絵図後に作られた何種類もの堺

絵図にはその様子がありありとみて取ることが

出来ます。ちなみに、付替えには潰される川筋

の村々から反対の声が起こりましたが、堺では

土砂流入や洪水などへの心配など、古文書など

の記録上ではこれまで全く見つかっていません。

町の北側だからと高をくくっていたのでしょう

かね。筆者の堺の不思議の一つです。 

さらに近代になり、鉄道が敷かれてゆく様子も

地図から読み取れます。最初に戎島に阪堺鉄道

（現在の南海本線）、続いて町の南北の中心軸大

道に阪堺電気軌道が敷かれます。最初は４間半

(約８ｍ)であった大道は、軌道敷設のために西

側へ倍以上に広げられ、大道西側の民地は削ら

れます。当時の日記によると、今度は反対など

の声も上がったようですが、お金がもらえて喜

んだ人もいたようです。更に太平洋戦争末期の

堺大空襲で焦土と化した堺は、大部分が大絵図

に記された街区で再生されますが、大道は更に

西へ町ひとつ分広げられ、現在の姿となります。 

卓  話 

 

時間 
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堺のまちは何度もの災禍を潜り抜け今日も新

たな歩みを続けています。残念ながら、古い町

並や事跡は、７０余年前の大空襲で無くなりま

したが、まちかどにはそこここに石碑が建てら

れています。江戸時代に作られた街区を、往時

を偲びながら歩いてみて、歴史の重層を感じ取

るのも楽しいかもしれませんね。 

 

＜資料＞ 

堺大絵図（旧前田本－歴史民俗博物館蔵－） 

元禄２年(1689)９年刊、紙本著色、現在全９舗 

に分割 

制作目的 

 街区整理と軒別掌握(土地台帳)。 

町毎の屋敷割りと、その住人（家主・借家 

別、寺地と町屋の区分など）に重点を置い 

た絵図で、奉行所の実務に供した正図 

データ 

 北郷－南北 5.34ｍ、東西 4.28～5.21ｍ 

 南郷－南北 4.03ｍ～4.35ｍ、東西 4.02ｍ 

縮尺 

 ３２５分の１（１間を２分：６㎜） 

堺市博物館蔵「堺大絵図」（堺市博物館蔵） 

元禄 2年(1689)9月刊､紙本淡彩､南北 2舗分割 

惣年寄りの手元に置いた副本 

収蔵経緯 

 堺奉行所→堺県→堺区役所→堺市役所（市 

制施行、Ｍ22・1889） 

 堺市史編纂時、吉田春峰（時中）画伯によ  

り、全体を４１区分した模本作成 

（大正15年1926,10月～昭和 2年 1927、3月） 

 →戦時中、図書館及び家原寺に疎開？ 

→堺中央図書館→堺市博物館（Ｓ60頃） 

→現在に至る 模本も移管 

堺大絵図の主なデータ 

１，戸数 

通番号数 6330（濠内－6162、濠外－168） 

それぞれ戸主名と間口・奥行きが記される 

・戸主数（借家以外の戸数概算） 3600±α 

・借家数（絵図では掛屋敷の表記があるもの）   

2114 

・行政機関（公的関連施設） 298 

  ①奉行所関係  6 

  ②会所 188（濠内－181、濠外－7） 

・寺社（伺堂・掛屋敷を含む） 295 

 寺社数－225、祠堂・掛屋敷数－70 

２，道幅（原則） 

東西横筋 大小路５間(9ｍ)、その他は原則 

３間(5.5ｍ)、 

宿院御旅所から大道までは 9間(16ｍ) 

南北縦筋 大道 4間半(8ｍ)、東西6間筋 

2間(3.6ｍ)、 

山之口筋・中浜筋3間、その以東以西は2間と 

3間が交互する 

各町の縦（南北）幅 60間（原則 109ｍ） 

 

 

 

会長 塩見 守 

 

本日の会長の時間は、2022 年

10月 24日に世界ポリオデーを迎

えますのでポリオについてのお

話をさせていただきます。ポリオという病気は

非常に感染性の高い病気であり、特に感染しや

すいのは5歳未満の子どもです。日本では一般に

「小児まひ」と呼ばれることもあります。ポリ

オウイルスは人から人へ感染し、最も多いのは

汚染水を通じた感染です。神経系を侵すことも

あり、これによって身体のまひを引き起こす可

能性があります。時には死にいたることもある

感染性疾患です。治療法はありませんが、安全

なワクチンで予防が可能です。日本では、1960

年に患者 6500 例に達する大流行がありましたが、

その後の経口生ポリオワクチン接種により患者

は激減し、1980 年を最後に発生していません。

ポリオワクチンには、経口生ポリオワクチン

（ＯＰＶ-経口接種）と不活化ポリオワクチン

（ＩＰＶ-注射による接種）があります。日本で

は、2012年8月まではＯＰＶが使用されていまし

たが、2012年9月以降はＩＰＶが使用されていま

す。ロータリーは、過去 35 年以上にわたりポリ

オ根絶活動を行ってきました。ポリオを世界か

らなくすという私たちの目標は今、達成まで本

当にあと少しのところにきています。ロータリ

ー会員は 21 億ドル以上と無数のボランティア時

会長の時間 
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間をこの活動に捧げ、122ヵ国の30億人近い子ど

もをポリオから守ってきました。今日、ポリオ

が存在する国（常在国）はアフガニスタンとパ

キスタンのみとなっていますが、その他の国々

でもポリオのない状態を維持していく必要があ

ります。ポリオ根絶活動を今やめてしまうと、

10 年間のうちに、毎年ポリオによって身体まひ

となる子どもが 20 万人になると予測されていま

す。今一度、「ポリオ根絶に向けて世界が一つに」

をテーマに理解を深めましょう。 

 

 

 

広報委員会 

「ロータリーの友10月号の紹介」 

広報委員 鶴 啓之 

【左開き】 

P4 RI会長メッセージ 

今月は、ポリオ月間で、ジェニ

ファー・ジョーンズ RI会長が、こ

の 8月にパキスタンを訪問された様子の記事で

ございます。まだやってますの? という貴兄も

多いと思いますが、現状 99.9%撲滅で、あと 一

歩の状況です。常在しているのはわずか二か国

で、訪問したパキスタンと隣国のアフガニスタ

ンです。 

RI会長は、ポリオ撲滅への強い意志がロータリ

ー全体に満ち溢れていることを体感でき、ロー

タリーにはしっかりとした戦略があることを確

信した。と書かれています。現場は、楽観的で

いることは許されている状況とはいえ、緊迫感

を伴う想定外の事態も起きています、と言うの

も過去数カ月で、イギリス、アメリカのニュー

ヨークでも発見されていまして、感染力の強さ

を感じられます。油断禁物です。ワクチンあれ

ば憂いなしの隙間をポリオは狙っています。そ

れに対して、RI会長は、惜しみない支援、断固

とした決意あらば、ポリオ根絶は実現できると

結んでいます。 

P8 左古ウスビさんの話 

10月第 2週目は学友参加推進週間です。 

アフリカのマリ出身で、56歳、元米山奨学生、 

その後日本国籍を取得され、今年三月までマン

ガ学部のある大学、京都精華大学の学長、日本

での外国人学長として、ニューヨークタイムズ

に取り上げられた方、現在京都北 RC入会され、

日本とマリの生活の違いの話を滑稽に書かれて

います。そして、厳しい言葉ですが、よく米山

奨学生の卒業の方が泣きながら「ありがとう」

とまるですべてが終わったかのようですが、本

当の始まりはここからです。そうおっしゃるの

も、卒業してからは、留学生のお国と日本の架

け橋を試みることの始まりだからです。と米山

奨学生の真髄を語られています。私も同調しま

す。 

P20 ムシのいい話 

食欲の秋にふさわしい記事です。さんま、牡

蠣、マツタケと共に、 最近の昆虫食についての

話です。 

P34 ロータリー国際大会 2023年5月27日～31日 

イマジンチャンスとして、メルボルン大会の

記事があります。是非、ロータリー国際大会に

参加しましょう。新たな方法を見つけるチャン

スとなります。 

【右開き】 

P4 デジタル時代の企業改革が会社と地域を変え

る 

つづく株式会社 代表取締役 井領明広様の講

演要旨です。IT化を企業や会社に導入するだけ

では進まない。 

四つのテストではなく四つのステップが必要で

す。 

大きなゴールを決める。 

そのゴールを実現するために中ぐらいのゴール

を決める。 

三つ目はその巨大な山の上り方、ルールを決め

ること。 

はやる気持ちをぐっとこらえ、小さなことから

コツコツと利益を出すということは、日々のコ

ツコツとした理念を持った行動です。とおっし

ゃっています。 

P 20 和歌山南 RC すごいロータリー男がいたも

んだ 

98歳山中静様 いまだ現役会員 1961年チャー

ターメンバー。皆出席記録更新中。 2640地区の

スーパーロータリアンの記事です。 

委員会報告 

 

時間 
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挿絵 こころのコーヒーミル君 

ぐるぐる ぐるぐる 回します。 いやなことを

削ります。こわい夢を削ります。と言う表現の

挿絵です。 

 

 

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 平野祥之 

 

 今年度最初の「ダメ ゼッタイ」

募金を行いました。今回はフラン

シーズさんの洋菓子です。 

金額は１０，５００円でした。 

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

社会奉仕委員会 

「堺市里親シンポジウムに参加して」 

社会奉仕委員長 平野祥之 

 

同窓会があり、遅参いたしまし

たが、10月 23日（日）北野田の東

文化会館において「堺市里親シン

ポジウム」が開催され、日本こど

も支援協会の岩朝代表理事のお話しから拝聴す

ることが出来ました。里親になって、お子さん

を育てていると必ず出てくる一つひとつのこと

で、正直大変で、その辛さで、１／４以上の人

が、里親をやめる結果となっているそうです。

せっかく、里親になろうと思って、好きでやっ

ていることなのに、結果、そのようなことにな

ってしまうことは非常に残念なことであり、そ

のような残念な結果を出来る限り少なくしよう

という思いで、里親さんになる方の支援もされ

ていらっしゃいます。 

実際、里親になって、色々と苦難を乗り越

え、今、里親として活躍されていらっしゃる方

の生の体験談もお聞きし、実の親子以上の関係

性をも感じるほどのお話しでした。私の幼いこ

ろからの友人も、夫婦で子どもが出来ずに里親

をやっていることを聞いておりましたので、少

し興味があったのですが、実際の体験談をお聞

かせ頂くことで、彼の苦労と、そしておそら

く、その何倍もの喜びがあるんだろうなぁ～っ

ということも察することが出来、とても良かっ

たです。 

帰り際に一人の女性に話し掛けられたのです

が、昔、ボーイスカウト活動でご一緒させて頂

いていたリーダーの方で、里親になろうと思っ

て来られていたそうです。彼女には４人ものお

子さんがおありで、傍から見たらもういいやん

っ！っと思うかもしれませんが、ご本人は希望

されていることを鑑みると、人のために生きて

いきたいという人間の根源的な幸せを実感でき

る、かけがえのない制度だと思いました。 

中田副委員長、

事務局の坂上さん

にも参加いただ

き、素晴らしい機

会を、どうも有難

うございました。 

 

 

 

 

 

 

（１）配布物 

・週報 

・卓話資料 

・ロータリーの友１０月号 

 

（２）例会変更のお知らせ 

 11月 4日（金）の例会は、11月 6日（日）の  

地区大会（於：ホテルグランヴィア和歌山）

へ変更いたします。 

 

（３）例会内容変更のお知らせ 

 11月 11日（金）の例会はロータリー財団月間 

フォーラムとなっておりましたが、堺泉ヶ丘  

ＲＣ創立３５周年記念事業で制作されました  

講談師四代目 玉田玉秀斎氏によるロータリー 

歴史教材動画 1話「ポールハリスの生い立ち 

からロータリークラブの誕生まで」を鑑賞へ 

変更いたします。 

 

幹事報告 



- 6 - 

 

今週の歌「里の秋」 

 

しずかなしずかな 里の秋 

おせどに木の実の 落ちる夜は 

ああ かあさんと ただ二人 

栗の実にてます いろりばた 

（４）他クラブ例会変更のお知らせ 

<堺おおいずみＲＣ> 

 11月2日(水)⇒11月6日(日)地区大会へ変更 

 <堺東ＲＣ> 

  11月8日(火)⇒11月6日(日)地区大会へ変更 

<堺泉ヶ丘ＲＣ> 

  11月8日(火)⇒11月6日(日)地区大会へ変更 

<堺ＲＣ> 

  11月 10(木)⇒11月 6日(日)地区大会へ変更 

  

  

 

（会員は 50音順） 

トーマス･イソベ様 塩見会長、澤井幹事をはじめとし 

（ﾉﾝｹー ﾑ RC） た皆様いつも浄水器のクリーンウ

ォータープロジェクトにご協力

いただきありがとうございます。

本年度もよろしくお願いします。 

奥野圭作会員 井溪様、いつも有難うございま

す。どうかよろしくお願い申し

上げます。 

塩見 守会員 礒部様ようこそ堺北ＲＣへお越

し下さいました。井溪様本日の

卓話楽しみにしております。 

城岡陽志会員 明日土曜日、4チャンネル「せ 

やねん」に放映されます。12時 

前からです。今回はレースです。 

前回は面白くなかったと田口さ   

んに言われ、ショックで立ち直 

れないです･･･ 

嶽盛和三会員 井溪様、卓話楽しみにしており 

ます。トーマス･イソベ様ご来会 

ありがとうございます。 

城岡さん、車、完走しますか？ 

鶴 啓之会員 堀畑会員、井溪様本日の卓話よ 

ろしくお願いいたします。 

那須宗弘会員 井溪先生、卓話有難うございま 

した。 

平野祥之会員 井溪様、本日は卓話楽しみにし 

ています。 

イソベ様、ようこそお越しくだ 

さいました。久しぶりにお話で 

き大変うれしいです♪ 

堀畑好秀会員 井溪さん今日卓話有難うござい 

ます。しっかり勉強します。 

綿谷伸一会員  トーマスさん、ようこそ堺北へ。 

本年も浄水器よろしくお願いし 

ます。  

   合計３６，０００円 
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10月度皆出席表彰 代表    堀畑好秀会員（第４２回） 

 

私の独りごと 

 

「第二の心臓・ふくらはぎ」 

                      広報委員長 池田茂雄 

 

私たち人間の血液は、心臓から全身に送ら

れて、また、心臓に戻る。このように絶えず

身体全体を循環することによって生命が維持

されている。その時、重力に逆らって下半身

から心臓への戻りを助けるポンプの役割をす

るのが、この「ふくらはぎ」である。 血液循

環のための大変重要な働きなので「第二の心

臓」とも呼ばれている。その「ふくらはぎ」

を温めることで血液の循環が活発になり健康

に大変良いと言われている。 私は、布製の丸

いふくらはぎ用カバーを昼も夜も常時、履い

て過ごしています。 その為かどうか分かりま

せんが、以前によく起きていた「こぶら返

り」が起きなくなりました。 


