
 

 

第１４６０回 例会 ２０２２年 (令和４年) ７月４日 

 

前回（６月２０日）例会記録  

◇プログレス 洪  理恵 副ＳＡＡ 

 

１．来客紹介 親睦委員会 竹内   弘 親睦委員 

  ゲスト： ０名 地区外： １名 地区内： １名 合計 ２名 

  

２．会長の時間  宮原  彰 会長 

「八代南ロータリークラブとの出会い」 

それは２０１６年４月１４日朝９時発生の熊本地震が発端です。 

地元、熊本県、八代市・芦北町 震度５の地震、熊本城の崩壊。 

その後半月が過ぎた頃、４月末頃 ２６６０地区より、各ロータリークラブに熊本地震災害に 

対し義援金の要請がなされました。 金額 １人５０００円✕４０名＝２０万円  

会員の中より、熊本県出身の宮原が居るので、直接熊本県へ支援してはどうかの意見があり、

澤田会長より熊本県へ行く係を請われ応じました。私は直接、熊本県の地震総合支援室へ 

持参することも考えましたが、これでは「ハイありがとうございます」で収束すると考え、地元の 

ロータリークラブを通じることで、そのクラブへの応援にも寄与すると考え、同級生に地元の 

ロータリークラブを探してもらい、その結果「八代南ロータリークラブ」の中川外科院長を紹介   してもらいました。早速、 

電話にて中川院長に、大阪船場ＲＣの経緯を申し上げたところ快くお引き受け頂いた次第です。 

本日のプログラム                         （本日のプログレス 岡本   茂ＳＡＡ） 

○ ロ‐タリ‐ソング 「君が代」「奉仕の理想」 

○ 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 

○ ７月お誕生月会員お祝い 

○ 卓 話   会長 中村  一   幹事 岡野 秀章 

○ クラブフォーラム 「クラブ運営部門」 岡本 真太郎 委員長 11階「アスターボールルーム」 

○ 新年度会員懇親会 11階「アスターボールルーム」 １８：００～２０：００ 

○ 理事会 11階「エンパイアボードルーム」 １６：００～１６：５０ 



 

1）２０１６年５月１７日 八代南RCの例会に出席 

大阪船場ＲＣからの義援金２０万に共栄社化学（株）片岡社長からの献金１０万円と小生の１０万円を加えて 

合計４０万円を持参。熊本県地震総合支援室への献金をお願いいたしました。 

２）２０１７年５月１６日 八代南RCの例会に出席。高階会員の要請による、２回目の義援金を持参。 

八代南RCより八代城の石垣補修に使用の要請を受ける。 

３）２０１７年１０月１６日  

八代南RCから下田和利会長、松岡隆志前会長、市野誠也前幹事３名お見えになり、義援金の使途と八代市 

からの感謝状をいただく。 

４）２０１８年５月２８日 大阪船場ＲＣの３０周年式典にご招待 

下田和利会長 鮫島寛之幹事が前夜祭のウエルカムパーテイーから出席賜り、お祝いを頂きました。 

５）２０１８年６月１６～１７日  

２０１７年の義援金で修復された、八代城の石垣完成披露会へのご招待を頂き、伊藤清一会長・澤田宗久会員・ 

沖真一郎会員と宮原 彰の４名で出席、八代市長から感謝状を頂きました。 

当日の夜、歓迎会を催して頂き、会員の方はご夫人同伴で出席され盛大な歓迎を受ける。 

翌日は修復中の熊本城や水前寺公園など熊本市内を観光。 

６）２０１８年８月２０日 八代南RCより 

「大阪府北部地震災害支援金」として４９万円寄せられました。この支援金に対し、幸いにも私達のクラブは災害に 

遭遇してなく、松谷会長も取り扱いに苦慮されておられました。 

７）２０１８年１０月９日 

北野会員の提案で「大阪府の茨木市役所へ地震災害支援金」として寄贈いたしました。 

８）２０１８年１０月２０日 

八代市主催の「九州花火大会」にご招待いただく。 松谷会長・岡本真太郎幹事、伊藤清一前会長・沖会員夫妻と 

宮原が参加。その折・大阪府北部地震災害支援金に対する茨木市からの感謝状をお渡しする。 

９）２０１９年１１月２３日  

八代のユネスコ文化遺産「妙見祭り」を有志で見学。小山会員・澤田会委員・沖会委員夫妻と宮原で参加。 

これ以降、コロナ禍のため今年５月まで約３年間クラブ間の交流は中断しておりました。 

１０）この度、２０２２年５月２０～２２日 

八尾市立竹渕小学校での花植え活動実施。  

約３年振りに八代南RC（インターアクトクラブ）との共同開催。 

５月２０日（金） 新大阪駅 ２２時にお迎え。 

５月２１日（土） 竹渕小学校１０時～１２時 花植え活動。 昼食後、大阪市内観光。 

５月２２日（日） 京都名所観光 JR京都駅１０時集合-１６時 

以上、２０１６年５月～２０２２年５月まで、６年間における八代南ロータリークラブとの関係を綴って見ました。 

 

３．委員会報告 

◎ 国際奉仕委員会 岡野 秀章 委員 

今年１１月の第１週目に、シンガポールロータリークラブの会員と一緒に新潟県十日町市の棚田復興プロジェクトの 

現地視察に行きます。主としてシンガポール RCとの交流と、当クラブとしての親睦活動の一環として企画いたします。 

詳細は追ってご連絡させていただきます 

 

◎ 次年度親睦委員会 藤井 宏明 委員長 

新年度親睦委員会からのお知らせです。 

篠藤会員、大島会員の入会により、歓迎会を次のとおり開催する予定です。 

皆さん奮ってご参加ください。 

  日時：７月２７日（水）１８：３０～  場所：とらふぐ屋 （中西会員のお店） 

 



 

◎ 国際奉仕委員会 澤田 宗久 委員 

６月15日（水）に八尾市立竹渕小学校において、今年度初めての出前授業に行ってまいりました。 

５年生（１５名）、６年生（３１名）の２クラスで、２時間にわたり授業を行い、その後久しぶりに生徒達と給食をいただきました。 

また５月に船場RCと八代南RCのインターアクト生と竹渕小学校との交流で、植えた花が校庭ですくすくと立派に育って 

いました。 

校長先生がロータリーの皆様に宜しくお伝え下さいとの事でした。 

 

４．ニコニコ報告  天野 大樹 親睦委員 

宮原 会員・・・・皆様この１年大変お世話になりました。皆様のご協力に心よりお礼申し上げます。 

          ありがとうございました。 

岩崎 会員・・・・１年間本当にありがとうございました！ 

沖 会員・・・・１６年間お世話になりました。復調後、復帰させて下さい。 

塩尻 会員・・・・澤田さん、ご参加の皆さん、先週は楽しい会をありがとうございました。 

澤田 会員・・・・宮原会長、岩崎幹事さん、この１年間ご苦労さまでした。八代南ＲＣとの友好にご尽力くださり、 

          ありがとうございました。ロータリーに対しての会長の思い八尾市立竹渕小学校で立派に花を 

          咲かせていますよ。これからも宜しくお願い致します。感謝。 

坂本 会員・・・・宮原会長、岩崎幹事、本当にお疲れ様でした。 

原山 会員・・・・宮原会長、岩崎幹事、一年間本当に有難うございました。 

山川 会員・・・・宮原会長、岩崎幹事、大変お疲れさまでした。 

甚田 会員・・・・最後の例会に出席できず申し訳ありません。手術、入院されているとのことです（岩崎代理） 

中西、片岡、中井、清水、天野、藤井、新川、小島、俣野、洪、小山、竹内、北野、平山、岡野、井澤、岡本（茂）、 

野田、大嶋、林、中村、篠藤、吉本、 

各会員・・・・宮原会長 岩崎幹事 一年間お疲れ様でした 

 

５．出席報告 洪  理恵 副ＳＡＡ 

会員総数 ３９名 出席率計算会員数 ３８名 出席会員数 ３５名（オンライン参加 1名） 出席率 ９２％ 

第１４５7回（５月３０日） 修正出席率 ９７％ 

 

６．最終卓話  

 

◎ 宮原  彰 会長  

 

皆様、この一年大変お世話になりました。厚く御礼申し上げます。 

特に、岩崎幹事には、各委員会の委員長はじめ、委員全ての人選をお世話いただいた上に 

何から何までフォローしていただき、誠にありがとうございました。 

正直なところ岩崎幹事のお陰で、この１年何とか乗り切れたと大変感謝いたしております。 

私達の大阪船場ロータリークラブも例会に行って楽しかったと、そして奉仕活動も苦労もあった

が、大きな感動も得られたと思っていただける活動を目指して参りました。 

しかしながらスタート時点で､新型コロナウイルス蔓延防止対策のため、例会を２ヶ月間中止せざ

ることを余儀なくなりました。 

以後コロナ禍のために、全ての奉仕活動に支障をきたすことになりました。 

 

以下、今年一年を振り返りコロナ禍での活動をご報告致します。 

１） 職業奉仕活動 山川委員長のもと職場見学として大嶋会員が経営されておられます 

株式会社アドダイセン関西第一メールセンターを見学 

 



 

２）青少年奉仕 洪 理恵委員長 

① 大阪市立開平小学校の児童による会員企業の職場体験学習 

② 八尾市立竹渕小学校における花植え活動 ⇒八代南ＲＣインターアクトとの共同事業 

③ 大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 学生との交流会６月２３日予定 

 

３）国際奉仕 吉本委員長 

バヌアツ・フィリピンへの歯科医療奉仕とインドネシアバリ島の就学困難者への支援はコロナ禍により余儀なく中止。 

① フィリピンセブ島への災害支援（食料と水の支援）を実施 

② ウガンダにおける井戸水管理事業プロジェクト⇒塩尻会員 （シンガポールＲＣ共同事業） 

③ 新潟県十日町における、棚田保全活動 塩尻会員 （シンガポールＲＣ共同事業） 

 

４）親睦活動 岡本真太郎委員長 

残念ながら、新型コロナウイルスの感染状況を判断し、家族や集団と接する親睦活動を断念致しました。 

夏、春の家族懇親会中止 クリスマス家族懇親会中止 

心斎橋ＲＣとの合同コンペは当クラブのみの親睦ゴルフコンペに変更して７月実施  

新年度会員親睦会 ７月  親睦ゴルフコンペ１１月、４月 会員懇親会 １２月、１月   

新入会員歓迎会   ４月  創立３４周年記念懇親会 ５月 以上 各々実施 

 

５）会員増強の取り組み 

１０月に体験例会を開催 参加者３名 内２名が入会 ４月に体験例会を開催 参加者１名 内１名が入会 

新規入会者 ３名 いずれも女性 

女性会員の増加は全て岩崎幹事の働きによるもので改めて御礼申し上げます。 

 

６）今年度は１１月１０日 松谷廣信会員がご逝去されました。 

松谷会員は１９９８年の入会以来２４年間の長きに渡り大阪船場ロータリークラブに貢献していただきました。 

更に、栗原会員がご高齢により退会されました。 

この様に会員が減って行く中で皆様方の努力によって会員数を維持出来ましたことに厚く御礼申し上げます。 

ありがとうございました。   

 

◎ 岩崎 寿英 幹事 

 

今年一年幹事を務めさせていただいて、まずは皆様に感謝を申し上げます。 

今年度、良かったことは何よりも 3名の新入会員を迎えることができたことです。 

しかも女性です。年度当初３名だった女性会員が６名と、倍増しました。大変うれしく思います。

最近、若い世代が増えているのが、クラブにも活気が出て、ありがたいです。 

一方で、栗原会員が体調不良により退会されました。コロナがなかったら、例会も休会に 

ならずに、ひょっとしたらもう少し続けてもらえたのではないか、と残念な思いもあります。 

また、松谷会員の急逝は大変ショックなことでした。その少し前まで例会にご出席されていまし

たので、本当に驚きました。カンボジアの小学校設立には大変ご尽力いただき、今後のこともご

相談したいと思っていましたので、本当に残念です。沖会員も、会長エレクトということで強い意

気込みだったのが、就任間近でのご辞退ということで残念です。まずは療養に専念していただいて、ぜひお元気な姿で、ま

た大阪船場ロータリークラブに戻っていただきたいと思います。 

今年度、コロナ禍の中、前幹事の藤井さんからバトンを引き継ぎました。 

なんとか、昨年２０２１年７月５日、日航ホテルにおいて、新年度例会を皮切りに新年度が始まりました。確かアルコールは無し

での開催でした。 

 



 

 

 

しかし、新年度 3回目の例会である、７月１９日の例会後すぐに自分自身がコロナに感染してしまいました。翌週の例会は 

休会せざるを得ない状況にしてしまったことを大変申し訳なく思っております。その後、大阪府が緊急事態宣言に入り、 

９月１３日まで約 2か月間の休会となりました。初めのほぼ 2か月間は例会を開催できない状況になりました。 

 その後、コロナの影響は続き、奉仕活動、親睦活動共に、年度当初の計画がすべて実施ということにはなりませんでしたが、

いくつかの奉仕活動、親睦活動を実施することはできました。また、新しい奉仕活動として、八尾ロータリークラブとの共同で

のセブ島への災害支援、八代南ロータリークラブ、インターアクトクラブとの共同での花植え事業という新しい奉仕活動が 

実施できたことが良かったと思います。親睦活動は家族を交えての活動はかないませんでしたが、創立 34 周年記念懇親会

では、珠まゆらさんたち元宝塚の方のショーを観ることができて、新しい会員の方にとっても、とても良い経験ができたのでは

ないかと思います。 

年度初めの卓話で、会長の思いを具現化して支えていきます、と申し上げましたが、なかなか助けることができない、悪妻

であったと思います。会長には申し訳ない気持ちです。至らない幹事ではありましたが、怒ることなく、最後までお付き合い

いただいてありがとうございました。 

会員の皆様には、温かいお言葉で支えていただきました。たまに厳しいお言葉もいただきましたが、それも愛情、と受け

取ることができました。ありがとうございました。次の岡野さんにバトンを渡すことができます。 

また、事務局の田辺さんには大変助けていただきました。お礼を申し上げます。 

来年度の岡野さんは大変気遣いのできる素晴らしい方だと思います。期待しています。 

本当に一年間、皆様ありがとうございました。 

                   

 

７．退会ご挨拶  沖 真一郎 会員 

 

２００６年８月７日に杉浦元会員のご推薦により入会され、１６年間会員として活動をされました。 

２０１１～2012年度に幹事に就任され、その他の多くの奉仕委員長にも就任され多岐に渡り 

ご活躍をされました。 

会長就任間近での退会ということで非常に残念ではありますが、必ず復調し、復帰しますと 

力強いお言葉でご挨拶を締めくくられました。 

沖会員には大変お世話になりありがとうございました。 

 

 

 

 

 

・・・2021-2022年度臨時総会・・・ 
        令和４年６月２０日（月） ホテル日航大阪 ３２階「スカイテラス」 

 

司会 岩崎 寿英 幹事   議長 宮原  彰 会長 

 

１. 次年度会長    中村  一   

２. 次々年度会長  林   拓 

３. 次年度副会長   岡本 真太郎 

 

 

 

 

 



 

 

 

撞木引継ぎ及び会長幹事記念品贈呈 

 

宮原会長より中村次年度会長へ撞木が引き継がれた後、中村次年度会長より宮原会長と岩崎幹事へ 

記念品が贈呈されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 大阪YMCA国際専門学校交流会 
                    ２０２２年６月２３日（木） １４:３０～ 

 

                                      青少年奉仕委員長 洪 理恵 

 

６月23日（木）に大阪YMCA国際専門学校との交流会が開催されました。 

ビジネス学科の学生 34名、船場RC会員 12名の参加となり、A～Hまでの 8グループに分かれて 

グループディスカッションを行い、最後は各グループ代表学生からの発表報告がありました。 

ご協力いただきました会員の皆さま、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

後日、4名の学生から感想が届いたので紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

AZANOVICH YULIYA（ベラルーシ） 

大阪船場ロータリークラブとの交流会の時に、私の班に入った人は眼鏡屋さんを経営している小島さんと不動産の売買に 

関する事業を行っている天野さんです。最初に私たち、外国人は一人一人自己紹介をしてから、「どんな目的を持って日本

に 

来たか」という質問に答えました。その後、いらっしゃった方々から経験や仕事の内容、相談などを聞かせていただいて 

頗る興味深かったです。そして、最も印象に残った言葉は「努力を積み重ねて頑張り続けるからこそ、面白い。そして、 

その努力は無駄にならず絶対に報われる、誰かに助けてもらう、手伝ってもらう時が来る」といったような言葉です。 

コロナが流行っているにもかかわらず、努力を継続的にできる人が最終的な大きな成果と繋ぐことができることを信じて 

います。これからの勉強や仕事の中でも、この言葉を念頭に入れて、行動し続けようと思っています。 

 

AYE KYU KYU MON（ミャンマー） 

昨日色々な会社を作っている経営者と会えるチャンスがあってとても嬉しかったです。経営者は皆なのグループに 

それぞれ入り、先に自己紹介してもらった。私の日本に留学したきっかけとか、コロナの影響で困ったこととか色々な 

ことを話しました。最初に一緒に話してくださる方は経営者なので、緊張しました。でも、私のグループの経営者はとても 

優しくて、将来日本で就職するため、どんなことが必要ですか、何を準備しなければならないか色なことを聞かせて 

いただきました。グループの担当者は健康保険についての会社を作ってる方なので、会社に入ったら、必要な 

健康保険証、それのため 1か月給料から 15%ぐらい引かられると言ったときびっくりしました。担当者のひさえさんの 

趣味もとても面白くて、初めて聞いたことです。皆の聞いた質問も優しくしっかり答えてくださりました。最後にそれぞれの 

グループのまとめたことを発表して、ロータリークラブの経営者さんからも皆のために感想をいただき、有難うございました。 

 

HUYNH THI NHU BINH（ベトナム） 

 今回ロータリークラブ交流会に参加させていただき、本当にありがとうございます。さまざまなお話を通じて、自分の 

周りビジネス世界がよくわかりました。直接に各社長の会社が自分の目と耳で見たり、聞いたりすることは私にとって、 

この今回のロータリークラブ交流会のきっかけ、色々なことや経験に感銘を受けました。 

さらに、人間関係、ビジネス知識、特に貴重なアドバイスなどが自分の心に届きました。感謝します。 

 私は Eグループでいて、中井弁護士様にお話をいただきました。最初、私はどきどきしました。すごく偉い方の前に 

「何を話すのがいいかな？何の質問をするのがいいかな？...」と悩み、心配しました。実際に、そんなに緊張な雰囲気 

ではありませんでした。優しく話してくれて、色々な見方として、コロナ禍の影響について話し合いました。 

その際に、自分の困ったこともシェアしました。時間が短くて、楽しく、忘れられない交流会を過ごしたと感じています。 

これから、必ず社会に出て、失敗しても、成功しても、熱心な心を守って、前に進みたいと思います。 

 

Fグループ KARENINA ADHIMULIA（インドネシア） 

先日参加させていただいた大阪船場ロータリークラブ交流会で、グループで話し合いました。私はＦグループに 

入って、ロータリークラブの清水さんと洪さんが担当者として参加してくださいました。グループメンバー全員が集まった 

あとすぐにリーダーを決めようという指示をいただきました。最初はみんながやりたくなさそうでしたが、清水さんが 

「社会人になったら積極的な人柄が必要ですよ」とおっしゃっていました。それを聞いて、私は書記になりたいと声を 

かけました。全然テーマに関連していませんが、すごく印象に残っています。 

そのほか、やりたいことを見つけるのが大事だとロータリークラブの方々に聞きました。どんな会社に入社するかを 

考えるより、自分自身の興味に沿って関係のある業界を選ぶほうが長く働けるようになりがちです。 

深く理解しなくても、行を持てば入社してからも勉強できるとわかりました。 

 

            ☆次回７月１１日（月）例会予定 

            ・委員会卓話：職業奉仕・社会奉仕・青少年奉仕 

            ・第1回SAA委員会 4階「孔雀の間」 11：45～ 

             例会場は４階「孔雀の間」です。 



 

 

 

 

 

 

 

 


