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前回の例会 

 2023年 3月 3日(金)第 1986回 

卓 話 「 社会奉仕フォーラム 」 

卓話者  社会奉仕委員長 平野 祥之 

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（３月度） 

 北側一雄会員(2 日) 

 北村はる奈様(11日) 𠮷村佐代子様(17日) 
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2023年 3月 10日 第 1986号 

 

 2023年 3月 10日(金)第 1987回 

卓 話 「この頃想うこと 

 自分を振り返って」 

卓話者  木畑 清 会員 

今週の歌 「 我等の生業 」 

「 春の小川 」 

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  

○皆出席表彰（３月度） 

  笹山悦夫会員（第１０回） 

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：北村勝博 

 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

 2023年 3月 17日(金)第 1988回 

「堺７RC合同フォーラム（合同例会）」 

１６：００～（１５：３０～受付） 

於：ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺 

     ４階「ロイヤルホール」 

本日の例会 

 

時間 

 

次回の例会 

 

時間 

 

＜3月3日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            18名 
欠席会員                     10名 

    ゲスト                        1名 
    ビジター                      0名 

今週の歌 「 春の小川 」 

春の小川は   さらさらいくよ 

岸のすみれや  れんげの花に 

すがたやさしく 色うつくしく 

咲けよ咲けよと ささやきながら 
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「 社会奉仕フォーラム 」 

 社会奉仕委員長 平野 祥之   

 

 コロナ禍で計画していた行事

がなかなか実現できない中、「ダ

メ、ゼッタイ」募金は毎月第三

週目に継続して実行できていま

す。今回は、募金の意義や皆様

の思いを中心に話し合いました。 

そもそもは、堺西ＲＣにて元薬物依存症（依存

症回復支援者）の方の卓話を聞き、なにか出来

ないかと考えたのが始めたきっかけです。 

当初は大阪府の薬務課に 3年に一度、2回寄付を

しました。その後、地元堺市に寄附をした方が

何をしているのか分かるので、堺市の環境薬務

課に今回2度目の寄附（紙ホッチキス）を致しま

した。（下記写真） 

3月 5日に行われた「こども未来フェスタ」の堺

北ブースには、堺市環境薬務課の職員6名が参加

され、薬物クイズを行い300名以上の方が回答し

ていました。参加賞として、当クラブからの紙

ホッチキスが贈られました。 

一度、クスリに手を出してしまうと、なかなか

抜けられない実態があり、「ダメ、ゼッタイ」の

運動を広めていくことが社会的な意義の大きい

大切な役割だと思います。アジア等の海外では

クスリを簡単に手に入れられる実態もあり、一

筋縄ではいかないところもありそうですが、こ

の「ダメ、ゼッタイ」の運動を広めていくこと

が大事だと改めて実感しました。 

他にも、社会奉仕活動で今までご尽力されてこ

られた先輩方のお話をお聞きしました。ロータ

リアンとして、今後もロータリークラブ奉仕の

一つである社会奉仕活動を心に留めたうえで、

素晴らしい活動をしていこうと誓いました。 

 

『ロータリークラブに入会することが社会奉仕』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 塩見 守 

 

本日は 3月 3日でございますの

で、「桃の節句」の由来と「ひな

祭り」にまつわる食べ物の意味を

テーマにお話させていただきます。

「桃の節句」は、七草・端午・七

夕などと並ぶ五節句のひとつで、

本来は「上巳（じょうし、じょうみ）の節句」

といい、3 月の最初の巳（み）の日を指していま

したが、のちに3月3日に定まりました。江戸時

代に“上巳の節句”が五節句のひとつに定めら

れ、5 月 5 日が男の子の節句であるのに対し、3

月3日は女の子の節句となったのです。その後、

桃やひな人形を用いることから、「桃の節句」

「ひな祭り」と呼ばれて定着していきました。

ひな人形の由来は平安時代、貴族の女の子たち

の間で「雛遊び（ひいな）」が流行しました。紙

で作った人形を、同じく紙で作った御殿のなか

で遊ばせるこの遊びが、ひな人形のルーツだと

いわれています。雛には「大きなものをちいさ

くする」「かわいらしいもの」という意味があり、

宮中の暮らしを小さく表現した遊びから、「雛遊

び」というネーミングにつながったのでしょう。

ひな人形には厄を引き受ける役目があり、女の

子を災いから守り、美しく成長して幸せな人生

を送れますように、という願いが込められてい

ます。お雛様を飾る時期は、立春（節分の翌日、

2月 4日ごろ）から 2月中旬にかけてがよいと言

われています。節分で豆まきをして厄を払った

あとに飾る、と覚えると忘れにくいですね。「桃

の節句」は春の節句。春の訪れを告げる立春（2

月 4 日頃）がベストタイミングなのです。「桃の

節句（ひな祭り）」に食べる物といえば、ひなあ

られやちらし寿司、はまぐりのお吸い物が挙げ

られます。ちらし寿司はもともと、平安時代に

現在のお寿司の起源とも言われている「なれ寿

司」に、エビや菜の花を乗せて彩りをよくして

食べられていたのが由来と言われています。現

代に受け継がれていくうちに、より華やかで見

栄えのするものに変化していき、やがて今の

「ちらし寿司」になったと考えられます。ちら

し寿司に載っている具材にも、それぞれに意味

があります。エビは腰が曲がるまで長生きでき

ますように、レンコンは先が見通せるように、

会長の時間 卓 話 

 

時間 
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豆は健康でマメに働くなど。「はまぐりのお吸い

物」もちらし寿司とセットでよく食べられる料

理のひとつです。はまぐりは1対2枚の貝殻を持

つ“二枚貝”。対の貝はぴったりと合うけれど、

それ以外の2枚の貝が合うことは絶対にないとい

う特徴に由来します。このようなはまぐりの特

徴は仲の良い夫婦を表すものとされていて、一

人の相手と永遠に仲良く過ごせますように、と

いう願いが込められていると言われています。 

 

 

 

会員増強委員会  

『拡大例会･ロータリーデー』 

日程･会場変更のお知らせとお誘いのお願い 

会員増強委員長 嶽盛 和三 

 

先週例会にて、今年度当初の予定

通りの開催でご案内いたしましたが、

1 週遅れの開催とさせていただきま

した。どうかご了承いただきまして、

ご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

「拡大例会・ロータリーデー」 

日 時 ：２０２３年４月２８日（金） 

   開会１８：００（受付 １７：３０～） 

会 場 ：南海グリル 東店３階「宴」 

会 費 ：会員 ２，０００円 

     お客様  無 料 

 

 

 

（50音順） 

北村勝博会員 平野先生、今日は宜しくお願い

します。 

5 月に剣道の公式戦に出場するこ

とにしました。目標 1勝です。 

澤井久和会員 本当なら3月結婚祝い頂けたのに 

       いらなくなりました。又いただ

ける様にがんばります。でもそ

んな歳ではないか！！ 

塩見 守会員 平野会員の卓話楽しみにしてお

ります。 

城岡陽志会員 講師 平野先生、卓話楽しみにし

ています。義理でニコニコしま

す。 

嶽盛和三会員 先週お休み致しました。東京出

張でした。 

       暖かくなってまいりましたが、

三寒四温、体調にご注意下さい。 

鶴 啓之会員 声の大きい平野会員、今日の卓 

話楽しみにしています。 

畑中一辰会員 平野さん、卓話楽しみです。 

明るい声を聞かせて下さい。 

平野祥之会員 本日、卓話のようですが、何の   

準備しておらず、皆さまにマイ 

クを振るかもしれませんが、平 

伏してよろしくお願いいたしま 

す。 

𠮷村博勝会員 家内の誕生祝いありがとうござ 

います。 

  合計 ３０，０００円 

◆米山奨学会特別寄付預り・・・池田茂雄会員 

 

 

 

第９回 定例理事会 

2022-23年度理事会構成メンバー   

塩見、笹山、畑中、澤井、池田、那須、永富、

平野、池永、中川、綿谷、中田   

（会計監事：坂田）  

日 時 ２０２３年３月３日（金）例会終了後 

場 所 南海グリル 天兆閣別館 4F「ローズ」 

議 案       

１．2月度 7ＲＣ連絡会ついて － 報告 

２．3月 5日（日）「こども未来フェスタ」につ 

いて － 内容確認    

３．4月21日（金）拡大例会は 4月 28日（金） 

へ変更     

よって 4月 21日（金）は通常例会（卓話： 

中川会員）とする -承認  

 

堺７ＲＣ連絡会議事録 

日時：２０２３年２月１４日（火） 

場所：サンパレス３Ｆ デレナツィオーニ 

ホスト：堺泉ヶ丘ロータリークラブ 

＜堺 7RC合同フォーラム委員会＞15：30～16：00  

 各担当の打ち合わせと確認 

 ・プログラム作成の内容について 

 ・受付担当は各クラブ事務局員 15：00集合 

 ・席割については、堺東ＲＣより案内があり 

次第連絡 

 ・社会奉仕事業の堺７ＲＣの資料（過去に記 

SAA報告 

委員会報告 

その他 
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者クラブに提出したもの）の配布 

＜堺７ＲＣ連絡会＞ 16：30～17：30 

［議案］ 

 ・堺7RC合同事業の提案（堺おおいずみＲＣ） 

 ・子ども未来フェスタの説明（堺清陵ＲＣ） 

［報告］ 

 ・堺 7RC 新春合同例会収支報告(堺泉ヶ丘ＲＣ）  

 ・「第10回子ども囲碁フェスタ・堺」後援会名 

義使用承諾のお礼（堺北ＲＣ） 

      

３月度会員・奥様誕生祝い代表𠮷村博勝会員   

米山奨学金３月度支給  
グェン ティ ホアン オアン様   

3 月 5 日（日）、Mina さかいに於いて「堺 7RC 
Rotary こども未来フェスタ」が開催されました。お天
気にも恵まれ、地域の皆さんにロータリークラブの存
在・活動を知っていただける機会となりました。 
当クラブからは会員 12 名、ご家族 8 名、米山奨学生
オアンさん、事務局が参加しました。 

堺7RC各クラブ会長(右から3人目 塩見会長）   

クラブ活動報告展示   
里親啓発活動 

「ダメ・ゼッタイ」薬物乱用防止啓発活動 北村会員のご子息もお手伝いくださいました 

子ども未来フェスタ 風景 


