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２０１４－２０１５年度 第３８回目 例会

１８時３０分 ホテル第一堺

開会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

四つのテストの歌

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 診療放射線技師の仕事について

大阪府放射線技師会 会 長 牧島 展海先生

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第３９回
４月２３日（木）

卓話 豊澤会員 ホテル第一
18：30～

第４０回
４月２３日（木）

卓話 村尾会員 ホテル第一
18：30～

一度参加したらやめられない、
国際大会の魅力

年に一度開催されるロータリー国際大会。毎年

新しい場所を訪れ、世界から集うロータリアン

とアイデアを交換できるこの機会は、ロータリ

ーの年間行事の中でも一番の目玉です。国際大

会に参加し続けるロータリアンが、その魅力を

語ります。 続きはMY ROTARYでご覧いただけます。



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2015年4月9日（木）例会の記録（第852回）

4月雑誌月間

ＲＩの公式機関誌『ザ・ロータリアン』および世

界31の地域雑誌の購読と、活用促進に役立つプロ

グラムを実施する月間です。ロータリーの雑誌（

『ロータリーの友』など）に対する会員の認識を

深め、それによってロータリーの情報の普及を図

ることが目的です。

『2007年手続要覧』の「ロータリークラブ定款

」の「第14条 ロータリーの雑誌」では、各会員

は、会員身分を保持する限りＲＩの機関雑誌、ま

たはＲＩ理事会から本クラブに対して承認ならび

に指定されている地域的なロータリー雑誌（日本

では『ロータリーの友』）を購読しなければなら

ない、と定めています。

ロータリークラブの特別月間はほぼ毎月一つづつ

定められています。一つ一つその時々の特別月間

で学んで頂ければと思います。

今週日曜はRLIです

受講者9

DL6

15名の参加

こういう学びの機会に是非ご参加頂き少しづつ知

って頂きたいと思います。

そして本日は南先生による堺かるたの卓話です。

我々クラブでも大会を支援させて頂いているので

、今日の機会にみなさんで勉強させて頂きたいと

思います。

近隣クラブ例会変更ご案内

堺清陵ロータリークラブ
平成２７年５月７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。

本日のお客様

堺かるたの会 堺北ロータリークラブ
会長 南 英樹様 山中喜八郎様

再度、次年度クラブｱｯｾﾝﾌﾞﾘーご提出のお願
いです。提出期限は本日までです。
わからないことがありましたら、会長エレ
クトまでご連絡ください。



皆さん、今晩は。『堺かるた』の会を主宰しております

南英樹と申します。ペンネームは星 省二です。本日はこの

伝統ある堺フェニックスロータリークラブの卓話にお招きを

頂き厚くお礼申し上げます。

本席、次の三つのことについてお話をさせていただきます。

まずはじめは『堺かるた』について、次いで『堺かるた』の

会が発足したわけ、そして三つめに『堺かるた』の会の今後

の活動についてです。

時間のゆるす限り、一生懸命にお話をさせていただきます。どうかよろしくお願い致します。

⑴『堺かるた』について

『堺かるた』は、堺の宝ものです。堺の誇りです。児童文化誌『はとぶえ』の創始者であります別所や

そじさんが「はとぶえ」に連載されていました「むかしの堺」を、もっと分かりやすく、もっと子ども

たちの郷土愛を育むためにと考察し、堺かるた普及会（解散）より刊行されたのが『堺かるた』です。

七五調を基調としたリズムのある短い文言の字札、色彩り豊かな表現の絵札、44組から出来ています

。

子どもたちにもっと郷土愛を、という別所やそじさんの願いがこめられています。5・7・5のリズムの

読み札（字札）は必ずや子どもたちの脳裏にしみ込んで、記憶の抽出しにしまい込まれ、何年か何十年

か後に、又思い出すであろう、この堺の素晴らしい歴史、すばらしい郷土を、と。

“海恋し 晶子生まれた この堺” 5・7・5です。これは堺の生んだ女流歌人与謝野晶子さんの

短歌“海こひし 潮の遠鳴り かぞへつつ 少女(おとめ)となりし 父母の家”から 上五文字をいた

だいて、かるたの文言にしたものです。

このすばらしい『堺かるた』も、刊行後十年余りで活用されなくなり、図書室の本棚の片隅でほこりを

かぶった状態になってしましました。



⑵『堺かるた』の会が発足したわけ・・・（二度の気づき）

『堺かるた』の会が発足しましたのは、二度の大きな気づきに啓発されたからです。

一度めは平成24年、堺北西南西ロータリークラブがその二十周年事業として、子どもたちにもっと郷

土愛というテーマのもと『堺かるた』を復刻し、堺市こども会育成協議会の協力を得て、堺かるた大会

を開催されたことです。大好評でした。

その事業を平成25年度、堺フェニックスロータリークラブが引きついだこと、二つめの大きな気づき

です。

そして、平成26年2月には、堺かるた大会を開催、続けて平成27年2月に第３回めとなる、堺かるた大会

を熊野小学校体育館にて開催。いずれも大好評でした。

この二度の大きな気づきを大切に私たち有志が集まり『堺かるた』の会を発足させ『堺かるた』を通

してさらに子どもたちの郷土愛を育んでいこう。そして、私たち堺市民をはじめ、多くの方々に堺のす

ばらしい歴史を知ってもらおう、また『堺かるた』そのものの、進化、発展に取り組んでいこう、とい

う運びになったわけです。少しでも、少しでも、子供たちの郷土愛を育むため、そして堺フェニックス

ロータリークラブになにか、なにか、お手伝いが出来ればと思い、個人の力より多くの人の力をいただ

き、活動していきたいと願ったわけです。

⑶『堺かるた』の会の今後の活動について

・子供たちの手作りの「校区子ども堺かるた（仮題）」あるいは

「手づくり子ども堺かるた」（仮題）の作成依頼、募集、審査、表彰など。

・親子堺かるた大会（仮題）ルールの見直し。等

・『堺かるた』そのものの字札の修正と新版『堺かるた』

《例・・・古市古墳群のことなど》 の発刊 等

以上、まだ計画の段階ですが、さらに多くの方のアイディアを頂きたく考えております。

次世代を担う子どもたちに、さらに郷土の歴史を知ってもらうということは、私たちおとなの使命では

ないでしょうか。

子どもたちが大きくなり、全国で全世界で活躍するでしょう。順風満帆ばかりではありません。苦境に

陥ったとき、生きづまったときなど、堺かるたを思い出して「俺は利休を育てた自由の町「堺」の出身

だ。」「私は与謝野晶子を生んだ歴史豊かな「堺」の出身です。」という自負の心をもち、発奮の糧と

してとらえてほしいと願っております。

どうか今後ともこの『堺かるた』の会をあたたかい眼差しで見守っていただければ幸いです。

これで私の話は終わらせていただきます。ありがとうございました。



出席報告

在籍者 ２８ 名 出席者 １５ 名

出席計算会員 ２２ 名 欠席者 ８ 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
林信一会員

先々週修正出席率
3月14日 65.22 ％

本日の出席率
4月9日 65.22 ％

欠席報告

メイクアップ報告

ニコニコメッセージ

堺北ロータリークラブ 山中 喜八郎様
久しぶりのフェニックスさん、本日は例会楽
しませていただきます。

会長 中井 崇嗣 会員
堺北RC山中様、堺かるたの会南様、本日はよ
うこそお越し下さいました。堺かるたの会の
卓話楽しみにしております。

会長エレクト 仲峯 豊 会員
こんばんは、堺かるたの会、南先生、卓話よ
ろしくお願い致します。
本日は本当にありがとうございます。

会長ノミニー 松田 香純 会員
堺かるたの会より南様本日は卓話ありがとう
ございます。

上好 まゆみ 会員
南様、堺かるたの会の卓話ありがとうござい
ます。

猿田 慎男 会員
堺かるたの会発足おめでとうございます。南
先生ありがとうございます。

掛水 義久 会員
お花見楽しんでいますか？

幹事 内藤絵梨奈 会員
今日は堺かるたのお話、
お勉強させていただきます。

京谷 知明会員 体調不良の為

小山 武士会員 仕事の為

中田 聡 会員 仕事の為

中野 一郎会員 RLI会議の為

仲峯 由美会員 仕事の為

宮前美穂子会員 仕事の為

米田眞理子会員 仕事の為

難波竜太郎会員 仕事の為

中井 昭宏会員 4/4Rotary-E-Club 

sunrise of japan 5周年

中野 一郎会員 3/29 地区研修協議会奉仕部門

仲峯 豊 会員 4/4 青少年ライラ委員会会議

仲峯 由美会員 4/4第26回源流セミナー in 尼崎

松田 香純会員 4/4Rotary-E-Club 

sunrise of japan 5周年

宮前美穂子会員 4/4第26回源流セミナー in 尼崎

米田眞理子会員 4/4Rotary-E-Club

sunrise of japan 5周年


