
  

 

第１４２４回 例会 ２０２１年（令和３年）６月２８日 

（ロータリー親睦活動月間） 

 

前回（６月２１日）例会記録  

◇プログレス 片岡 清夫 ＳＡＡ  

 

１． 来客紹介        

  ゲスト：１名 地区外：０名 地区内：１名 合計：２名 

  ゲスト：米山奨学生 郭 鑫 君 

 

２．５月６月お誕生月会員お祝い 

 

 清水 清一 会員  （５月 １日） 

 坂本 田鶴子 会員 （５月 ３日） 

 中西 弘明 会員  （５月１１日） 

 岡野 秀章 会員  （５月１９日） 

 俣野 富美雄 会員 （６月 １日） 

 片岡 清夫 会員  （６月２１日） 

 藤井 宏明 会員  （６月２６日） 

 

３．会長の時間  「引き際の美学」  岡本  茂 会長 

ロータリーの役員は 1年交代です。ロータリーは単なる奉仕団体ではなく、訓練と実習を目的とした機関、自己研鑽、 

人づくりの場と言われる所以です。ロータリーにとって奉仕は、その手段の一つに過ぎません。そのために、1年で担当や 

本日のプログラム                     （本日のプログレス 片岡 清夫 ＳＡＡ） 

○ ロ‐タリ‐ソング 「我等の生業」 

○ 会長の時間  〇 幹事報告  〇 委員会報告  〇 ニコニコ箱報告  〇 出席報告 

○ 最終卓話  岡本  茂 会長  藤井 宏明 幹事 

○ 撞木引継ぎ 

・海 

・トンボのめがね 

・しゃぼん玉 



 

役割が変わります。誠によく考えられたルールです。毎年 6月末日をもって役員が自動的に変わるため、こと役員に 

関しては、世間で言う「引き際」について考える必要はありません。今日は、政界と角界から、その「引き際」についての 

話です。 

明治以来、総理大臣は 63人。伊藤博文から菅義偉までこの間 135年。平均すると、2年に 1人の計算です。 

長い期間では７年、短期では２ヶ月足らず。しかし、歴史的評価は在任期間によって決まるものではなく、その期間に 

どのような哲学、思想、理念をもってこの国の舵取りを行ったかが問われます。 

昭和31年（1956年）12月の自民党総裁選では、石橋湛山がわずか 7票差で岸信介を破って総理・総裁の座につきます。

石橋は、東洋経済誌出身のジャーナリストで、反軍国主義、リベラル派。日本は、戦後社会にふさわしい人物を指導者に 

選ぶことができました。しかし、全国遊説で風邪をこじらせ、心臓の持病もあり少々言語不明瞭。検査入院の診断は、 

「2ヶ月の静養加療を要する」（聖路加病院、日野原重明）。「総理が閣議に 1ヶ月以上も出られない、また国会にも立て 

ないのは機能マヒだから、辞めた方がいい」。石橋は自ら潔く引き、その在任期間はわずか 65日でした。3年後、タカ派の 

岸内閣による 60年安保改定のこの国の混乱を見ると、2年間は、石橋に任せたかった気がしてなりません。 

大相撲夏場所、東の正横綱は白鵬。しかし白鵬は、6場所連続の休場でした。これより 2か月前、春場所 3日目に、 

解説の舞の海がこの状況に苦言を呈し、次のようなことを言っています。「過去には、1年くらい休ませてもらえれば 

もっとやれると思いながら去っていった横綱もいる。ではなぜ辞めたか。それは、自分の事情や感情よりも、横綱の地位、 

名誉を守ってきたから。見ているファンは、横綱になったがために辞めざるを得ないその無念さ、悲劇に共感した」。 

白鵬が尊敬してやまない大鵬は、「横綱に上がったときに、引退することを考えていた」。そんな壮絶な覚悟があるからこそ、

周りは最高位の力士、横綱に「敬意」を抱くのではないでしょうか。誰か、白鵬に「引き際」を教えてあげて―。 

 

４．委員会報告 

◎国際奉仕委員会 岡野 秀章 委員長 

６月１２日（土）１３日（日）台湾での国際大会にオンラインで参加しました。 

現地に行けず残念でしたが、雰囲気で議事の内容はなんとなく理解できてよかったです。 

 

◎米山奨学委員会 岡野 秀章 前カウンセラー 

前年度の米山奨学生のゴーチュンタン君、ベトナム人として大阪経済大学から初めて卒業して就職されたので 

４月に大阪日日新聞に載りました。今も元気に頑張っておられます。 

 

５．６月米山奨学金授与 

 

岡本会長より、米山奨学生郭鑫君へ奨学金が授与され、その後簡単にご挨拶を 

されました。 

 

 

 

６．ニコニコ報告  中西 弘明 親睦委員 

片岡 会員・・・・本日お蔭様で７３回目のお誕生日を迎えました。ありがとうございます。 

          今後共よろしくお願いします。 

山川 会員・・・・６月２３日（水）大阪YMCAとの交流会です。今年度最後の事業となります。 

          ご協力いただける会員の方、ありがとうございます。 

伊藤 会員・・・・とりあえずワクチン２回打ちました。 

甚田 会員・・・・大谷選手がんばれ! 

新川、小島、清水、吉本、小山、岡本(茂)、俣野、沖、竹内、原山、岩崎、井澤、北野、平山、岡野、天野、坂本、 

中嶋、宮原、松谷、中井、洪、松永、大嶋、林、澤田、岡本(真)、大磯、中村、中西、 

  各会員・・・・ようやくお酒も解禁 大谷選手のように力強く気張っていきましょう 

 



 

 

清水、坂本、中西、岡野、各会員・・・・５月お誕生月 

片岡 会員・・・・５月創立記念日 

澤田、岩崎、井澤、各会員・・・・５月結婚記念日 

俣野、片岡、藤井、各会員・・・・６月お誕生月 

沖、塩尻、岡本(真)、天野・・・・６月創立記念日 

塩尻、松永、松谷、林・・・・６月結婚記念日 

 

７．出席報告 片岡 清夫 ＳＡＡ 

会員総数 ４０名 出席率計算会員数 ４０名 出席会員数 ３６名 出席率 ９０％ 

第１４２１回（４月５日） 修正出席率 ９３％ 

 

８．退会ご挨拶  松永  修 会員 

 

２００８年１月２１日に杉浦会員と小島会員のご推薦により入会され、１３年半の期間、 

会員として活動をされました。 

毎年クリスマス懇親会のコーラスの練習のために国際楽器社を開放していただき、 

また楽器のご指導をしていただきました。 

大阪船場ロータリークラブの会員として例会に出席されるのは今日が最後となりますが、 

大変お世話になり有難うございました。 

 

 

９．フリートーク  「１年を振り返って」 

 

コロナ禍での１年を振り返り、多くの会員の方々にお話をしていただきました。 

 

 

                          ★７月例会予定★ 

 

 

 

 日  司会 プログラム 歌 その他 

５  

 

 

 

 

平山                                                                    年初卓話：会長・幹事 

クラブ運営フォーラム 

 

「君が代」 

「奉仕の理想」 

お誕生日お祝い 

理事会３１階「カトレア」１６：００～１６：５０ 

例会・クラブフォーラム１７：００～１７：５０ 

懇親会１８：００～１９：００ 

 

12 平山           

                              

委員会今年度方針及び 

活動計画： 

国際・社会・青少年 

「四つのテスト」 お食事：軽食 

19 平山        同上： 

職業・R財団・米山 

SAA・戦略計画 

「おおロータリー」 

 

お食事：洋食 

 

26 平山   委員会卓話：会員増強 

 

「日も風も星も」 お食事：和食 

 



 

 

 

                    大阪YMCA国際専門学校交流会 

                      ２０２１年６月２３日（水） １５：００～ 

                                               青少年奉仕委員長 山川 良知 

 

 ２０２１年６月２３日（水）に大阪ＹＭＣＡ国際専門学校との交流会を開催しました。 

昨年度はコロナ禍のために中止となりましたので、２年ぶりの開催となりました。今年度も年明けからの第３波、 

４月からの第４波と立て続けに感染拡大が生じましたので、開催が心配されましたが、幸いにも第４波による緊急 

事態宣言が直前である６月２０日に解除されましたので、リアルでの交流会を実施することが出来ました。 

 今年度は、会場での蜜をなるべく避けるため、全学生を対象とするのではなく、国際ビジネス学科の生徒を対象と 

いたしましたが、同科４０名全員に参加いただきました。当クラブの会員も、事前に協力できる日のアンケートを 

とった上で調整したからか、嬉しいことに新人４名を含む１５名もの会員に参加いただきました。 

 これにより、もともと学校側からは、各生徒それぞれがなるべく近い距離感で当クラブ会員と交流できる場にした 

というご要望があったのですが、合計９テーブル（１テーブル辺り、生徒４または５名、クラブ会員１または２名。 

合計６名。）に分かれた上でのグループディスカッションが可能となり、ご要望に沿った内容とすることが出来たのでは 

ないかと思います。 

 当日の進行としては、最初にクラブ会員が１人ずつ順番に自己紹介を行い、次いでクラブを代表して片岡会員から 

ご挨拶を頂きました。それから各テーブルに分かれて、「with コロナ。afterコロナ。その他。」をテーマにディスカッ 

ションを約５０分間行いました。各テーブルとも、和気藹々とした雰囲気の中で活発な議論が行われ、時間が許せば 

まだまだ議論が続いていた様子でした。 

 その後、各テーブルの代表者（生徒）から、テーブルでの議論の発表をしてもらい、全員で共有いたしました。 

各テーブルによって議論の内容は異なったようですが、やはり、コロナ禍での苦労や工夫、就職や起業に対する 

不安や質問、これらに対するクラブ会員からのアドバイスが中心であったようです。 

 最後に、少し時間に余裕がありましたので、クラブ会員が 1人ずつ感想や激励・アドバイス等を述べた後、鍛冶田 

校長先生からのご挨拶をもって閉会となりました。 

  コロナ禍のため同校生徒の就職状況は例年以上に厳しいようであり、その不安や心配等は大きいはずなのですが、 

それでも生徒の皆さんの表情は生き生きしており、瞳はキラキラして輝いていたのがとても印象に残りました。若者らしい 

真っすぐな心で夢と希望を持っている表情と瞳だと感じました。その夢と希望の実現に向けて頑張って欲しいと思い 

ますし、我々ロータリアンもその一助を担うことができればと思いました。 

 この素晴らしい機会に恵まれたこと、そして多数の会員の皆さまにご協力を頂けたことに感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  ２０２０－２０２１年度 連続皆出席会員名簿 

 

                                                 ＳＡＡ委員長 片岡 清夫 

連続年数 人数          会   員   名 

33年 4 甚田 隆康 北野 克己 澤田 宗久      

31年 2 平山 明彦 俣野 富美雄    

29年 １ 井澤 武尚       

28年 1 伊藤 清一       

25年 2 大嶋 捷正 清水 清一   

24年 2 片岡 清夫 西村 文延      

23年 １ 松谷 廣信      

20年 １ 小島 常男      

16年 1 中村 一      

15年 1 沖 真一郎       

13年 2 小山 章松 松永 修       

12年 1 塩尻 明夫      

11年 2 岡本  茂 新川 晃生     

10年 1 林   拓      

8年 3 大磯 隆一 岡本 真太郎 宮原  彰   

7年 1 岩崎 寿英     

5年 1 岡野 秀章      

4年 1 藤井 宏明      

3年  2 原山  歩 山川 良知    

2年 1 吉本  力      

1年 4 栗原  裕 洪  理恵 中嶋 啓至 中西 弘明 

合計 34     

 

 

 【クラブ１００％出席】 （11名） 

 原山   歩  林   拓  平山 明彦  北野 克己  小島 常男  栗原  裕 

 俣野 富美雄  宮原  彰  西村 文延  岡本  茂  澤田 宗久 

 

 【贈呈品物】 デュエット気象計 

 


