第１４５３回 例会 ２０２２年 (令和４年) ５月９日
（青少年奉仕月間）

本日のプログラム
（本日のプログレス 清水 清一 副ＳＡＡ）
○ ロ‐タリ‐ソング 「君が代」「四つのテスト」
○ 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
○ ５月お誕生月会員お祝い
○ 卓 話
「グローバル補助金プログラムについて」 塩尻 明夫 会員
○ 理事会 ３１階「カトレア」 １３：４０～１４:４０
前回（４月２５日）例会記録
◇プログレス 俣野 富美雄 副ＳＡＡ
１．来客紹介

中井
崇 親睦委員
ゲスト:１名 地区外：０名 地区内：０名 合計: １名
体験例会：大島 弥生 様

２．会長の時間

宮原

・鯉のぼり
・春へのあこがれ
・ふるさと

彰 会長
皆さんゴールデンウイークはいかがお過ごしですか。
今年コロナ禍 3 年目のゴールデンウイークの予約は堅調と言われ、GW 中に国内旅行に
出かける人数は、推定１６００万人と前年実績比で約７割増える見込み。
コロナ禍で低迷を続けた旅行業界にとっては明るい兆しとなりそうです。
ゴールデンウイークが明けると、日増しに暑さを感じるようになる。それと同時に、熱中症の
発生リスクが高まってくる。
熱中症によって仕事を何日も休むことになったり、最悪の場合に命を落としたりするのは、
本人や家族だけでなく、事業者にとっても大きな損失になる。
今年の夏の予報は全国的に気温が平年より高くなると言われています。
暑さが本格化する前に、早めに十分な対策を進めよう。

熱中症は高温・多湿な環境に身を置いた際、発汗が進む一方で、身体が十分に冷やされず、体内の水分とナトリウムなどの
塩分のバランスが崩れ、体内の調整機能が破綻することによって発症する。
症状は、めまい、失神、筋肉の硬直、頭痛、吐き気、虚脱感、意識障害、けいれん、高体溫など、症状が重い場合は死亡
することもある。熱中症は例年５月から現れはじめ、７，８月にピークを迎える。
総務省消防庁によると、２０２１年５-９月の全国の熱中症緊急搬送数は４万６２５１人、うち長期入院が必要な重症者は１１４３人、
死亡者８０人だった。
２０２１年職場での熱中症による死亡者と休業者は―厚生労働省の速報値によりますと５４７人うち死亡者２０人でした。
熱中症の対策は職場の安全と健康、労働災害防止の重要なテーマで、職場での熱中症対策のポイント職場（作業場所）の
暑さを抑えるため屋根（日よけ）通風（風通し）冷房設備、ミストシャワーなどの散水設備といった、設備・機器の設置し、
作業員も透湿性や・通気性の良い服装にすること。
同時に、涼しい場所での休息、水分､塩分の補給が欠かせない。
また、リスク管理として「温湿度環境」の指標となる WBCT（暑さ指数）による職場での現状把握、環境省と気象庁による
熱中症警戒アラートの活用が有効だ。熱中症が疑われる人が発生したら、すぐにエアコンの効いた室内や風通しの
よい日陰などに避難させ、衣服を緩めて体を冷やし、水分・塩分などを補給すること。
自力で飲めない、意識がない、などの症状が重い場合は、迷わず救急車を呼ぼう。
以上、労働安全性の点から熱中症について調べました。
ありがとうございました。

３．ニコニコ報告

岡本 真太郎 親睦委員長

澤田 会員・・・・大島さん、船場 RC は楽しい良いクラブですので、是非入会して下さいネ‼ 楽しみにしています。
小島 会員・・・・大島さん、ようこそ体験例会へ!
篠藤 会員・・・・大島様、体験例会へようこそお越し下さいました。
新川、宮原、岡本（真）、清水、平山、俣野、沖、北野、岡野、竹内、中井、岩崎、山川、小山、藤井、岡本（茂）、片岡、
中西、井澤、伊藤、洪、塩尻、大嶋、坂本、林、吉本、中嶋、
各会員・・・・大島弥生様 ようこそ体験例会にお越しくださいました

４．出席報告 俣野 富美雄

副ＳＡＡ

会員総数 ３８名 出席率計算会員数 ３７名 出席会員数 ３５名（内 ZOOM２名参加） 出席率 ９５％
第１４５０回（３月２８日） 修正出席率 ９７％

５．卓 話

「一斉体験例会に向けて」

岩崎 寿英 会員

２０１４年４月に入会し、今年で８年になります。
入会した当初は、２人目の女性会員でしたので、皆さんがちやほやしてくださいました。
確か入会した当初は、最年少だったと記憶しています。
ロータリークラブは敷居が高いイメージがありますし、やっていけるだろうかという不安も
正直ありました。
しかし、大阪船場ロータリークラブの皆さんは本当にフレンドリーに接していいて、フラットな
関係で、すぐになじむことができました。
私が船場ロータリークラブに入会して、良かったと思う点は 3 つあります。
一つめは新しい友人を得たこと、二つ目は経営者からの学びを得たこと、三つ目は奉仕活動ができたこと、です。
新しい友人を得る。特にロータリークラブの場合、奉仕活動などで仲間として動くことも多くあります。仕事の枠を超えて、
社会活動の中で、一緒に奉仕活動を行うことができる仲間ができるのは、とても楽しいことです。最近は特に若い入会者が
増えているので、活気が出ている感じがします。フットワーク軽く動いています。
それと、女性が増えたのも大変うれしいことです。一時女性が私一人の時期もありました。今は 5 人です。10％を超えて
います。

先日女子会を開催しました。とても盛り上がって、楽しい時間を共有できました。同世代から刺激を受けています。
二つめは、経営者の方々から学ぶことが大変多い点です。入会した当初、当事務所は私とパートさんが１名だけでした。
しかし、今、当事務所は正職員が５名になりました。組織としては弱小ですが、自分自身が受けた影響は
大きく、一人の事務所ではなく、広げていきたいと思ったのもロータリークラブに入ったおかげです。組織運営に
ついて学ぶことも多くあったと感じています。今年度は幹事として、自分自身が頼りなく、反省する点が本当にたくさん
ありますが、勉強になる点も大変多く、私自身ありがたく思っています。
三つめは、奉仕活動ができたことです。特に印象に残っているのは、何といってもバリ島の学校での奉仕活動です。
バリ島の学校にお手洗いを設置したり、手洗い場を設置したりしています。バリ島に行けたことももちろんよかったのですが、
現地の小学生に触れあえて、熱烈な歓迎をしてもらって、心が洗われました。
また、岡本真太郎さんや塩尻さんがされている里親の里子のところにも、往復１０時間ほどかけて行かせてもらったことも
いい経験となりました。興味はあっても、一人ではできないことが、ロータリークラブではできる、また、実際に現地にいって、
触れ合うことができるのは貴重な経験です。バリのタマンロータリークラブでは、女性が大活躍されていて、すごいパワーを
もらいました。それもまたとても良い経験となりました。奉仕の本質を学ぶことができました。

大阪心斎橋 RC・大阪船場 RC 合同情報集会
２０２２年４月２５日（月） 於：ホテル日航大阪 ３２階「スカイテラス」
規定情報研修委員長 岡本

茂

新型コロナの影響で、３年ぶりとなる心斎橋 RC と船場 RC の合同情報集会が、先週の
４月２５日に、日航ホテル３２階のスカイテラスで夕刻６時から開催されました。
船場 RC の宮原会長の挨拶のあと、新入会員紹介コーナーでは、心斎橋１２名、船場６名の、
２０２０年４月からの新入会員が紹介され、船場からは当日出席した竹内・坂本・野田・篠藤会員の
自己紹介がありました。また、集会のメインとなる「講話」では、心斎橋 RC は『チャレンジ』、
船場は『融和』のテーマで、それぞれ発表があり、船場 RC では林・竹内・山川会員の３人が、
世代間を超えたロータリークラブにかける熱い思いを語っていただきました。
沖会長エレクトの乾杯の発声で始まった懇親会では、両クラブの来年の再会を約束して、
盛会のうちにお開きとなりました。関係者の方々には、大変お疲れさまでした。
Ⅰ情報集会 （18：00～19：00）
１. 開会挨拶

会長 宮原

司会 直前会長 岡本

茂

彰

２．新会員紹介
３．講話 「チャレンジ」 田坂 敏章、丸山 千寿、豊原 文美、各会員
「融

和 」

林

拓、山川 良知、竹内

弘、各会員

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅱ懇親会 （19：00～20：30） 司会 直前会長 古山
1． 挨拶

心斎橋 RC

会長 牧野 浩之

2. 乾杯

船場 RC

次年度会長 沖 真一郎

3. 会食・懇談
4. 閉会挨拶 心斎橋 RC 次年度会長 森田 邦治

昭

☆☆☆ 親睦ゴルフコンペ ☆☆☆
令和４年４月２７日（水） 於：つるやカントリークラブ西宮北コース
４月２７日に本年度二回目となります親睦ゴルフコンペを西村さんにご尽力いただき「つるやカントリークラブ
西宮北コース」で開催致しました。天気が心配でしたが、参加メンバーの日ごろの行いあってか、雨に降られること
なく後まで楽しく回ることが出来ました。
今回は、ベテランロータリアンからフレッシュマンまで、１２名の方々にご参加いただき、それぞれに技、または
パワーを存分に発揮いただきました。優勝は林さんで、西村さんからご協賛いただいたルンバをゲットし満面の
笑顔でした。準優勝は中村さん、３位は吉本さん、ブービー賞は中嶋さんでした。
私事になりますが、ちょうど１年前に親睦委員長を拝命してから始めたゴルフなのですが、すっかりはまってしまい、
No17 のショートホールではピンに直接当て、ニアピン賞までいただくまでに成長させていただきました。
今後、ゴルフだけでなく人としても成長して参りたいと思います。
委員長として、この１年で学ばせていただいたのは、「人生は喜ばせごっこ」ということで、人は人を喜ばせることが
１番楽しく嬉しいんだということです。特に船場ロータリーの方々は意の高い方が多く、今回のゴルフコンペでも
世話人の澤田さんをはじめ、色々とお手配いただいた西村さん、また色々とお手伝いいただいた方々、本当に
喜ばせ上手な方が多く、お陰様でとても楽しいコンペとなりました。この場をお借りして皆様にお礼を申し上げます。
ありがとうございました。
親睦委員長 岡本 真太郎
ランク
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