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前回の例会 

2022年 11月 25(金)第 1974回 

      ｢ テーブル会議 ｣ 

テーマ：「今後の行事について」 

今週の歌  「 我等の生業」 

「 おおさむこさむ 」 

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年 12月 2日 第 1974号 

 

  2022年 12月 2日(金)第 1975回 

卓 話 「鳥羽・志摩の海女 パートⅡ」 

卓話者    永富 久紀 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（12月度） 

 泉谷一郎会員(4日) 

 塩見直子様(3日) 嶽盛幸子様(25日) 

 澤井ふみ様(30日) 

〇結婚記念祝い（12月度） 

 泉谷一郎会員(4日)  

 

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：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 

 2022年 12月 9日(金)第 1976回 

卓 話 「 糖尿病について（仮） 」 

卓話者  前米山奨学生 陳 敏彪 様   

本日の例会 

 

時間 

 

次回の例会 

 

時間 

 

＜11月25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                        0名 
    ビジター                      0名 



- 2 - 

 

 

 

  

テーマ：「今後の行事について」 

進行：幹事 澤井 久和 

 

 本日は、下半期の行事について、ご意見を

いただきたくご協力よろしくお願いいたしま

す。 

 

    【テーブル会議議事録】 

① 春の親睦家族旅行について 

中田 親睦副委員長 

米山梅吉記念館（静岡県駿東郡）の訪問を兼

ねて 1泊旅行を検討するも、今年度は日帰り旅

行とする。 

日程：2023年4月 9日（日）＜予定＞ 

行先：淡路島 ＜予定＞ 

  

② 堺清陵ロータリークラブさん提唱の社会奉仕

＆増強活動（PR）プロジェクトに共催する件 

        会長 塩見 守 

日程：２０２３年３月５日（日曜日） 

１１：００～１６：００ 

開催場所：Minaさかい 

（堺市役所前、堺地方合同庁舎前） 

共催するのであれば、年末年始を挟むので、

ブースの内容の決定を急ぎ、効率よい準備を計

画しなくてはならない。 

配布資料では判らない詳細を 12月度堺 7RC連絡

会で確認。できれば堺清陵 RC会長、幹事様に例

会にご参加いただき説明をお願いしたいとのこ

と、依頼する。 

 

③ 食事会の開催場所などについて 

 会員 池田 茂雄 

突然の話ですが、消費税は何%でしようか。 皆

さんは、10％だと思っておられるでしょうが、

正確に言うと違います。法律上では消費税は

7.8％で、それに地方消費税 2.2％が加わり、併

せて 10％となっています。買い物や飲食などで

10％の消費税を負担した場合、10％はひとまず国

に入りますが、地方消費税分の 2.2％は総務省を

通じて地元（都道府県・市町村）に配分されて

きます。食品類をお持ち帰りで購入した場合は

軽減税率となっており、消費税 6.24%、地方消費

税 1.76%、併せて 8%なのです。私たちが、堺で消

費した場合の地方消費税がそのまま堺に配分さ

れてくると言うような単純な制度ではありませ

ん。大変複雑なので省略します。 

それと古い話ですが、当クラブ 10周年、20周年

時の記念式典などを大阪の南海サウスタワーホ

テルで行っていましたが、何百万円と言う大金

を使うのだから大阪ではなくて地元堺の業者を

利用して行いましょうと言う事になり、それか

らは堺で行っています。その当時は、まだ地方

消費税のない時代でした。 

以上、食事会などの会合は、地元の事も考えな

がら行いたいものですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 塩見 守 

 

今週の会長の時間は、防災・

減災に生態系を生かすお話をさ

せていただきます。生態系を活

用して防災・減災を進める「Ｅ

co-ＤＲＲ（エコ・ディー・アー

ル・アール）という研究が広がっています。水

害が相次ぐ地域では、生態系を守りながら自然

に合った土木技術を使うことで、低コストと災

害リスク低減の両立を目指す動きがあります。

「従来型の治水では耐えきれない豪雨災害が増

えてきている」この分野に詳しい、総合地球環

境学研究所（京都市）の吉田准教授（生態学）

会長の時間 

 

テーブル会議 

 

時間 
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は研究の背景について「災害の変化」があると

説明する。2018 年の西日本豪雨による広域被害

は事例の一つだという。吉田さんは、ダムや堤

防といったハード面に頼る従来型の治水に危機

感を示す。「行政に任せとおけば災害は何とかな

るという時代ではなくなった」11 年の東日本大

震災を受けて、15 年に仙台市で開かれた国連防

災世界会議パブリックフォーラムでは「Ｅco-Ｄ

ＲＲに関する仙台宣言」が出された。宣言は

「郷土の豊かな自然や文化を保ち、経済的にも

効率がよく復元力が高い対策。東北に限らずさ

まざまな地域や国で実践が可能で、積極的に取

り入れるべきだ」などといった内容で、この頃

からＥco-ＤＲＲの考え方が広まり始めたという。

基本的な考え方は、①災害の危険がある場所に

は住居や道路などのインフラの建設を避ける 

②マングローブ林や防潮林など生態系による物

理的な防護で被害を軽減させる、の2本柱でリス

クを下げて、災害に強い地域をつくるとされて

いる。加えて、生態系の保全や再生に取り組む

ことで、平時には水源や食料源にできる場合も

ある。景観の向上や観光資源としても活用でき

るなど、幅広い「生態系サービス」をもたらす

のも利点だ。高度経済成長期に造られたダムや

堤防は老朽化しつつある。維持管理費や修繕費

などのコストは、10年代の10兆円規模から30年

代には約2倍になるとの試算もある。自然環境を

生かしたインフラの採用は、従来型と比べてコ

ストが生じにくい「持続可能な社会を形成する

方策」としても注目される。地球研は、現在の

土地利用と災害リスクの関係性、Ｅco-ＤＲＲを

活用した場合の災害の変化、伝統的な防災法の

活用、などの研究を進めている。吉田さんは

「昔の治水技術も見直されるべきだ」と指摘す

る。水や土砂が流れる向きを、より安全な方向

へ導く伝統的な技術「導流提」を導入すること

によって、土砂がたまって浅場となり、シジミ

漁ができるようになる。又、浅場が護岸の老化

を抑える役目を果たす。伝統的な治水技術は他

にも導入が進む。水害の頻発を受けて国は 20 年、

氾濫が予想される地域の住民や企業、行政など

関係者がハード、ソフト両面で水害対策を行う

「流域治水」を導入。伝統的な技術も取り入れ

た。戦国時代に武田信玄が考案したとされる

「霞提」は、堤防をあえて途切れさせ、増水し

た水を遊水池などへ逃がし、下流の流量を減ら

すことを狙う治水技術だ。水が堤防の開口部を

行き来することで周辺に水生生物のすみかとな

る場所が増える効果があり、堤防が決壊するこ

とも防げる。吉田さんは「Ｅco-ＤＲＲの防災減

災効果は研究途上だが、できるだけお金をかけ

ずに豊かな暮らしをするには、自然を生かすし

かない。平時に多様な生態系サービスを生かす

時代が来ている」と話しています。 

 

 

 

 

（１）配布物   

・週報 

 ・テーブル会議 資料 

 

（２）堺７RC新春合同例会･新春互礼会 

      時間変更のご案内 

 ホストクラブ・堺泉ヶ丘ロータリークラブよ

り、以前にご案内させていただいた新春合同例

会ですが、諸事情により、開始時刻が変更にな

りましたとの連絡がありました。 

（当初予定より３０分早くなっております） 

ご変更どうぞよろしくお願いいたします。 

         記   

日 時：令和５年１月１２日（木） 

受 付： １０時３０分～⇒１０時００分 

合同例会：１１時００分～⇒１０時３０分 

新春互礼会：１１時４５分～⇒１１時１５分 

※無料駐車券の発行はホテル地下駐車場のみに

なります 

 

（３）和歌山アゼリアロータリークラブ事務局  

移転のお知らせ 

新事務局住所：〒640-8033 

  和歌山市本町2丁目1番地 フォルテワジマ2階 

    (TEL、FAX、E-mail は変更ございません) 

 

 

 

幹事報告 
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（50音順） 

澤井久和会員 次回の例会、お休みさせて頂き

ます。大変申し訳ございません。 

塩見 守会員 本日のテーブル会議よろしくお

願いします。 

堀畑好秀会員 早退させて頂きます。 

吉村博勝会員 ホームクラブ欠席のお詫び。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米澤邦明会員 長らくお休みさせていただきま 

した。今後も出来るだけ参加さ 

せていただきます。例会場の場 

所を勝手に変えないで下さ 

い！！  

  合計２５，０００円 

 

◆米山奨学会特別寄付預り･･･米澤邦明会員 

 

 

 

 

SAA報告 

先般 10月21日(金)の例会にご来会いただき卓話を賜りました堺市文化財課  非常勤職員 井溪 明様

よりご案内いただきました下記「堺事件」の映画上映会が近づいてまいりました。ご関心ある方は

是非ご来場ください。 


