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２０１４－２０１５年度 第３７回目 例会

４月９日 １８時３０分 ホテル第一堺

開会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

堺フェニックスＲＣの歌

お客様紹介 親睦委員長 宮 前 美 穂 子

会長の時間 会 長 中 井 崇 嗣

幹事報告 幹 事 内 藤 絵 梨 奈

卓話 堺かるた大会 南 英樹 様

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第３８回
４月１６日（木）

大阪府放射線技師会
会長 牧島展海先生

ホテル第一
18：30～

第３９回
４月２３日（木）

卓話 豊澤会員 ホテル第一
18：30～

ロータリーでは毎日が
「世界水の日」

きれいな水と衛生の
問題について考えて
みたことがあります
か？世界では、汚染
水による感染で毎日
大勢の子どもが命を
落としています。水・衛生におけるロータリー
の取り組みにもぜひご協力ください。
3月22日は「世界水の日」でしたが、「水と衛
生」の分野に力を入れているロータリーでは、
毎日、世界のどこかで水関連のプロジェクトが
実施されています。汚染水による下痢性疾患で
、毎日3,000人以上の子どもが命を落としてい
る現状を受け、ロータリー会員はきれいな水と
衛生設備をもたらす活動に懸命に取り組んでい
ます。喉の渇きが致命的になることは少ない一
方で、水を介した伝染病で亡くなる人は後を絶
ちません。このためロータリー会員は、発展途
上国でトイレや水道を設置したり、地域の人び
とに衛生指導を行うなどして、状況改善に努め
ています。 （ROTARY HPより一部抜粋）



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2015年4月2日（木）例会の記録（第851回）

本日は理事会が行われましたが、猿田会員からク

ラブ運営についての提案がありました。

クラブ会員の皆様からもっとこうしてほしい、こ

うしてはどうか、といったご意見が出ることは健

全なクラブである証拠だと思います。

今後も皆様からこう言ったご意見はどんどん頂い

ていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いします。

本日はもう一つ『ニコニコ』についてお話したい

と思います。

クラブの財源は大きく分けて２種類です。それは

皆様の会費とニコニコです。会費は一般会計とし

てまさにクラブ運営に使用されます。ニコニコは

奉仕会計として次年度の奉仕の財源となります。

私も入会間もない頃、推薦者からニコニコについ

て教わりました。

例えば、各種お祝いで何か頂いた時、卓話して頂

いたかたやお客様への感謝、などなど、色々なタ

イミングでニコニコをします。ロータリークラブ

が奉仕団体である以上、奉仕をする事が最も大切

です。その財源がニコニコでありますので、どう

ぞニコニコへのご協力をお願いします。

堺フェニックスRCは他クラブに負けない多くのプ

ロジェクトを行っています。これらを継続するた

めにもご協力よろしくお願いします。

近隣クラブ例会変更ご案内

堺おおいずみロータリークラブ

２７年４月２２日（水）の例会は

平成２７年４月２１日（火）

堺東RCと合同例会

場所 堺商工会議所 ２Ｆ 12：30～

堺フラワーロータリークラブ

平成２７年４月１８日（土）例会は

４月１９日(日)１１:００～

「いちご狩り例会」

於：いずみふれあい農の里

平成２７年５月２日(土)例会は

定款第６条１節による休会と致します。

ロータリーレート４月 １１８円です。



皆様こんばんは
私が今、着付教室をしている事から、着物について少しお話をしたいと思います。
私が着付教室へ通い始めたのは、今から２０年前程前でした。
そして現在１８名の生徒さんと共に着たり脱いだり帯結びの練習など月２回のレッスンを楽しんでいま
す。
着物の歴史は日本の歴史でもあると思います。

縄文式時代に始まり、日本の国が定まっていく中で人々が身につけるものも色々と変化がありました。

縄文式弥生式時代 ― ただ布に穴をあけて身にまとっていました。

飛鳥、奈良時代 ― 大宝律令が制定され衣服令が定められます。
冠の色で階位を表す冠位十二階。
右袵の勅令がでる。（現在の衿の合わせ方）

平安時代 ― 日本的な文化が生まれ、貴族の晴着となる。
男装は束帯、女装は１２単

鎌倉時代 ― 武家政治が始まり、衣服の簡略化が進む。

室町時代 ― 戦国時代となり日本服装史上最も貧困な時代
その反面他国との交流が盛んになり、明から名物装、インド、東南アジア、
ヨーロッパから染織物が輸入されはじめ、更沙、モールビロード、天笠織が
入ってくる。
木綿の輸入と共に、織物では明から繻子、縮緬、綸子などの技術が伝わる。

安土桃山時代 ― 繍いと箔の技法によりより豪華な小袖が生まれ、
その上に羽織る打街という着装が生まれる。辻が花染めが出てくる。

江戸時代 ― 江戸期独特の粋とあでやかさが生まれ現在の着物姿が完成される。
後ろ結びの帯が流行する。

明治・大正時代 ― 西洋文化が入ってきて洋服が取り入れられ、和洋混式時代となる。

昭和時代 ― 太平洋戦争で着物や帯は、モンペなどに改良される、戦争による混乱
の中でほとんど消滅するかのように思われましたが、しかし現在、
社会生活の安定で着物の美しさが再認識され、日本人の生活とは切り
離せない衣装として現在に至っています。世界中で日本といえば着物
というイメージが広く知られている現在、外国へ行ったなら着物を
着て歩いて欲しいと思います。

これこそが日本を象徴するインパクトのある最高のおもてなしで
あると思っています。

これで私の話を終わります。長い時間お聞きくださいまして有り難うございました。



いつもお世話になっております。
４月９日木曜日までに、

次年度委員会 活動方針
活動計画
概算予算

を４月９日までにクラブ事務所にお送りいた
だきます様お願い致します。
ご質問等は仲峯豊会長エレクトまでご連絡く
ださい。

2014年度米山記念奨学生カウンセラー感謝状
が届いております。

1.３月１５日(日)地区研修協議会米山部門出
席してきました。例年通り普通寄付6,000円
を含めて１人当たり20,000円以上の寄付を目
標としています。
2.2015学年度米山記念奨学生の世話ｸﾗﾌﾞを引
き受けることになりました。4月18日(土)オ
リエンテーションが開催されます。カウンセ
ラーは松田香純会員が務めることになりまし
た。出席よろしく願います。

3月29日地区研修協議会、奉仕プロジェクト
委員会部門に次年度地区奨学金委員会委員と
して出席してきました。
豊澤洋太朗ガバナーエレクトの特別な提案で
設置された新設の委員会です。

2640地区内から外国へ留学する学生に奨学
金を支払うものです。ご希望の会員は中井昭
宏次年度奉仕プロジェクト委員長か仲峯豊会
長エレクトとご相談ください。

ニコニコメッセージ

会長 中井 崇嗣 会員
桜が満開になっています。明日から雨が続く
そうですが桜を楽しみましょう。

直前会長 中井 昭宏 会員
宮前様、卓話ありがとうございます。小山様
米山記念奨学生のカウンセラーお疲れ様でし
た。



出席報告

在籍者 ２８ 名 出席者 １６ 名

出席計算会員 ２２ 名 欠席者 ２ 名

出席免除会員 ６ 名
（山田会員・片木会員
・石田会員・松本会員
・林 会員・吉住会員）

免除出席者 １ 名
石田得子会員

先々週修正出席率
3月12日 86.36 ％

本日の出席率
4月2日 91.30 ％

欠席報告

メイクアップ報告

ニコニコメッセージ

会長ノミニー 松田 香純 会員
宮前会員卓話楽しみにしております。

副会長 小野 晃範 会員
宮前様日本の着物文化のお話楽しみにしてい
ます。

石田 得子 会員
平素はご無沙汰で申し訳ございません。春は
もう少し先の話です。今日は宮前会員の卓話
楽しみに参りました。

上好 まゆみ 会員
宮前さんの着物の卓話楽しみにしています。

小山 武士 会員
あっという間に一年が過ぎました。これから
もよろしくお願い致します。宮前会員卓話楽
しみにしています。

猿田 慎男 会員
誕生日のお祝いありがとうございます。

中野 一郎 会員
宮前様、卓話頑張ってください。

村尾 利一 会員
創立記念日お祝い有り難うございます。ロー
タリークラブ楽しく活動できるよう、頑張っ
て協力し合って行動したいと思います。

米田 眞理子 会員
夫の誕生日祝いを頂戴しありがとうございま
す。

豊澤 浩 会員
次年度地区研修協議会が予定通りすべて終了
しました。次年度地区運営にご協力お願い致
します。最終日には予定外の任務が回ってき
ました。

幹事 内藤絵梨奈 会員
４月になり桜のきれいな季節です。今日は宮
前さんの卓話楽しみにしています。

難波竜太郎会員 仕事の為

仲峯 由美 会員 仕事の為

京谷 知明会員 3/16 ロータリーの友委員会
3/31 愛知REC

中井 昭宏会員 3/28 堺ﾌｪﾆｯｸｽＲＡＣ例会
3/29 地区研修協議会
クラブ管理部門
3/29 地区研修協議会
クラブ奉仕部門
3/30第1.2.3ゾーン
会員基盤向上セミナー
3/31第1.2.3ゾーン
会員基盤向上セミナー

仲峯 豊 会員 3/29 地区研修協議会
クラブ管理部門
3/29 地区研修協議会
クラブ奉仕部門

仲峯 由美会員 3/29 地区研修協議会
クラブ管理部門
3/29 地区研修協議会
クラブ奉仕部門

松田 香純会員 3/28 堺ﾌｪﾆｯｸｽＲＡＣ例会
難波竜太郎会員 3/31東京米山REC

3/31愛知REC
豊澤 浩 会員 3/29 地区研修協議会

クラブ管理部門
3/29 地区研修協議会
クラブ奉仕部門


