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前回の例会 

 2023年 2月 24日(金)第 1985回 

卓 話 「 国際奉仕フォーラム 」 

卓話者  国際奉仕委員長 池永 隆昭 

今週の歌 「 四つのテスト」 

      「 うれしいひなまつり 」 

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  
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2023年 3月 3日 第 1985号 

 

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) 

 

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 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 

本日の例会 

 

時間 

 

次回の例会 

 

時間 

 

＜2月24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                        0名 
    ビジター                      0名 
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「 国際奉仕フォーラム 」 

 国際奉仕委員長 池永 隆昭   

 

1.堺北RC 国際奉仕の歴史(タイ) 

2009-2010年度 『パソコン・リ

サイクル自転車の寄贈』に始ま

り、2022-2023年度 『浄水器の

寄贈』まで 13回にわたる国際

奉仕活動を紹介申し上げます。

  

  

2．国際奉仕委員のお仕事  

WCS(Ｗorld Community Service 国際社会奉仕)活動

に伴う 国際奉仕委員のお仕事の紹介  

  

3.タイ国以外の国際奉仕のご紹介  

2013-2014年～(カンボジア) スナーダイ・クマ

エ孤児院による絵画展  

2020-2021年～(フィリピン)  NGO法人プルメ

リア 里親事業  

 

【今年度 タイ国際奉仕事業の贈呈式の様子】 

訪問日：2023年 2月 4日～7日 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 塩見 守 

 

本日の会長の時間は、元「餃子

の王将」名物店主が新店を開くお

話をさせていただきます。京都市

上京区にあった「餃子の王将」出

町店で、食べるに事欠く学生たち

を励まし続け、2020 年 10月に引退した井上定博

さん（73）。新型コロナウイルス禍や物価の高騰

で孤独や困窮に苦しむ人が増える中、「この年齢

でようやるなと言われるけどな、家でのんびり

してる場合やないと思うねん」と、近くでギョ

ーザの店を新たに開く。かつて「飯代のない人

は、食後の皿洗いでお腹いっぱい食べさせます」

と張り出してあった店舗跡から約100メートル。

地元の買い物客でにぎわう出町桝形商店街の一

角に「いのうえの餃子」と大書した看板が掲げ

られた。カウンターのみで、椅子を7つも並べれ

ばいっぱいになる小さな店。京都大や同志社大、

京都府立医大に近い。井上さんは 22年 11月、な

じみの地域に空き店舗が出たと知り、倉庫に保

管していた厨房機器やギョーザを包む調理道具

を運び込んだ。開店にかかる諸経費だけで300万

円を超えるが、採算など最初から考えていない。

会長の時間 

卓 話 

 

時間 
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「すかせた腹がポンポンになって『おっちゃん、

ありがとう』でいいやん。いつかそいつが、困

ってる他のやつに声をかけて、順繰りに助けお

うていったら、世の中が良うなっていくやん」。

ギョーザは「王将」より安く、1皿（6個）270円

（税込み）にする予定。他にラーメンや焼き飯

など、安くてボリュームたっぷりのメニューを

用意する。名物店主の信念が変わることはない。

井上さんは京都市出身。20 歳で駆け落ちし、大

阪で食うや食わずの生活に陥ったことがある。

その時、職場の先輩が若い夫婦の窮状を見かね、

自宅に招いてすき焼きをごちそうしてくれた。

23 歳で京都に戻り、「王将」に就職。店長を任さ

れた店で 82年、あまりの忙しさから「皿洗い 30

分で無料」を始めた。「人生に一度か二度は、金

がない時が必ずあんねん。俺も若い時苦労した」。

95 年に独立してオーナー店長となった出町店で

も、張り紙は掲げ続けた。ただ、困っていても

言い出せない学生がいた。そこで、ギョーザ一

人前だけの注文には「皿洗いするか？」と声を

かけた。カウンター越しに黙って鶏の唐揚げを

皿に載せることもあった。寂しさや不安に悩む

学生も多く、店はそんな若い世代をさりげなく

見守る場になっていった。やがて社会で必要と

される存在へと成長していく若者たちの姿が、

井上さんにとって何よりの励ましだった。最後

の2年ほどは衛生面の理由から皿洗いは断り、前

日から食事をしていない学生らに無料で食事を

振る舞った。代金なしで食べさせたのは3万人以

上という。「恩送り」を願って約40年間種をまき

続けたが、格差が拡大した日本社会に吹く風は

ますます冷たくなっている。「日本だけ給料は安

いままで、何でも値上がりして、みんなひもじ

いなってるやん。子供も親もしんどい。昔は

『うちでご飯食べていき』というのが普通にあ

ったよ。『誰か助けてくれ』って言ったらいいね

ん」だから、そう言える場所をつくりたい。た

だ、長年の過酷な働きぶりを見てきた家族は再

び店をやることに賛成しておらず、自身の体調

も万全ではない。周囲の心配を、井上さんは

「俺はおせっかいなんや」と笑ってやり過ごす。

新しい店は3月にもオープンする。もう張り紙も

用意し、大きくメッセージを書いた。「めし代の

ない人お腹いっぱいただで食べさせてあげます。

但しお皿洗いをしていただきます」と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強委員会  

『拡大例会･ロータリーデー』へお誘いのお願い 

会員増強委員長 嶽盛 和三 

 

今年度も下記の通り拡大例会を開

催いたします。この拡大例会は、

「ロータリーデー」とし、皆さんの

お連れいただいた方々と、和気藹々

お食事、お酒をいただきながら交流を深め、更

にはロータリーについて理解していただける場

となることを目的としています。 

会員増強も大事ですが、まずは会員もお客様も

有意義なひと時となるようにしたいと考えてお

りますので、是非ご友人にお声掛けをお願いい

たします。準備の都合上、ご来会いただけます

お客様ご自身から、もしくはご紹介の会員より、

4 月 7 日までに事務局へお申込み下さい。（来週

10 日の例会にて、お誘い用のパンフレット、ご

案内等を各自お持ち帰りいただけるようにいた

します。） 

「拡大例会・ロータリーデー」は会員全員が一

丸となって取り組んでいただきたく、どうか皆

様のご参加、ご協力のほどお願い申し上げます。 

 

「拡大例会・ロータリーデー」 

日 時 ：２０２３年 4月２１日（金） 

   開会１８：００（受付 １７：３０～） 

会 場 ：南海グリル 天兆閣別館4階「ローズ」 

会 費 ：会員 ２，０００円 

     お客様  無 料 

委員会報告 
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（１）配布物 ・週報 ・卓話資料 

（２）堺 7RC「こども未来フェスタ」のご案内と   

ご協力のお願い 

日時： 令和5年 3月 5日（日） 

準備 AM 9：00～（フェスタは 11時～16時） 

場所： Minaさかい（堺市役所前） 

主催： 堺 7ロータリークラブ 

後援：堺市・堺市教育委員会・ 

堺市社会福祉協議会・堺警察署・西警察署 

当クラブ ブース： 

①里親啓発活動（清心寮 リーフ） 

②ダメ・ゼッタイ・ダメ 薬物乱用防止啓発活 

動（堺市保健所 薬務課）   

③クラブ活動写真展示（仁徳天皇陵清掃活 

動、タイ王国 浄水器設置・寄贈プロジェク  

ト等）     

  2つのテントで上記の出展 

＊参加時は紺色のクラブジャンパー、あれば帽 

子の着用をお願いいたします。 

＊雨天決行  ＊メイクアップになります！ 

 

 

 

（50音順） 

池田茂雄会員 池永会員、国際奉仕の話しあり

がとうございます。 

池田茂雄会員 週報のミス、申し訳ありません

でした。 

北村勝博会員 池永会員、国際奉仕のタイ、卓

話楽しみにしています。 

       次男、高校受験なんとか合格し

ました。 

塩見 守会員 池永会員の卓話楽しみです。海

外に出た事のない私にとって、

国際奉仕は夢の活動です。 

城岡陽志会員 池永君、卓話がんばってくださ

い。義理でニコニコ出します。 

鶴 啓之会員 池永会員、国際奉仕フォーラム、 

よろしくお願いします。 

吉村会員、金婚式おめでとうご    

ざいます。私は今年 40年、無事    

50年迎えられる様、女房孝行の 

予定です。 

中川 澄会員 餃子の王将出町柳店は私の司法 

試験仲間がお世話になっていま 

した。毎日来るので彼が来る時   

間に洗い物がたくさんためられ 

ていたそうでず。彼も今は検事 

です。 

永富久紀会員 池永様、タイ国での奉仕いつも 

ごくろうさまです。来年もよろ 

しくお願いします。 

畑中一辰会員 𠮷村さん金婚式おめでとうござ 

います。池永さん国際フォーラ 

ムありがとうございます。 

堀畑好秀会員 孫娘の 1人が中学生に、1人が小 

学1年生になります。子どもたち 

はすくすく育って行きます。 

𠮷村博勝会員 金婚式お祝いいただきありがと 

うございます。 

  合計 ４２，０００円 

◆米山奨学会特別寄付預り・・・𠮷村博勝会員 

 

 

 

 

 

 

 SAA報告 

𠮷村博勝会員  金婚式お祝い 
  おめでとうございます！ 

幹事報告 

2023-2024年度 RI会長テーマ 

「世界に希望を生み出そう」 

ゴードン R. マッキナリー会長エレクト(South 

Queensferry ロータリークラブ／スコットランド)

は、ロータリーが平和やメンタルヘルスのために

活動し、世界に希望を生み出すよう呼びかけてい

ます。また、そのためには対話を通じて信頼を築

くことが重要であると訴えています。 


