
 

 

第１４６２回 例会 ２０２２年 (令和４年) ７月２５日 

 

前回（７月１１日）例会記録  

◇プログレス 岡本  茂 ＳＡＡ 

 

１．来客紹介  藤井 宏明 親睦委員長 

  ゲスト： 1名 地区外： ０名 地区内： ２名 合計 ３名 

  ゲスト： 米山奨学生 郭 鑫 様 

  

2．会長の時間  中村  一 会長 

 

本日は長男・次男がともに大学三大駅伝にすべて出場させて頂いた経験から、スポーツを 

通して人の心の成長について私の感想をお話させて頂きます。 

二人は幸運にも良き指導者や良き仲間に巡り合えたことで陸上競技を今も続けておりますが、 

これは決して自分ひとりの努力だけではなく、たくさんの方の支えのおかげでることをその 

経験から多く学んだと思います。 

歌手「ゆず」の「栄光の架橋」の歌詞の中で一番胸に残る一節は「悔しくて眠れなかった夜が 

あった 怖くて震えていた夜があった」です。 

長男・次男とも中学生から多くの競技会に出場してきましたが、その都度本当に眠れない・震えるという実感がありました。 

 

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 「おおロータリー 」 

○ 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 

○ 委員会卓話 「国際奉仕」 「R財団」 「米山奨学」 「SAA」 「クラブ戦略」   

○ 第１回奉仕活動ＰＪ委員会 ７階「フォンタナ」 １１：３０～ 

・うみ 

・海 

・大きなくりの木下で 



 

 

特に駅伝では出場メンバーから外れると悔しい、出場メンバーになればブレーキにならないか怖い、この心境は歌詞の 

通りです。 

さて、最近の小学校では徒競走で順位を付けないということが増えているようですが、順位は不要というそこだけを 

考えると良い面もあるかもしれません。しかし、それは大人の都合ではなく、その良い面を子供たちに生かすためには、 

子供たちにはなぜ順位を付けないのか、その理由をしっかりと大人が説明し理解させていく努力も合わせて必要だと 

思います。 

子供心にも悔しさが次のチャレンジへのバネになることも一つの心の成長であり、人生でいろいろなことに何度も 

チャレンジする気持ちをしっかりと育て、また、多くの失敗や成功の経験が他人に優しくできる心の成長にも繋がるように 

思います。 

いつも他人の気持ちがわかる若者が育つ社会になることを、ロータリー活動でも応援していきたいと考えています。 

 

【大学三大駅伝とは】 

＊ 箱根駅伝＝東京箱根間往復大学駅伝競走  

東京・大手町 ⇆ 箱根・芦ノ湖 

１０区間（１０人）、総距離：約217㎞、 

開催日：往路（５区間）１月2日、復路（５区間）１月 3日 

＊ 全日本大学駅伝＝全日本大学駅伝対校選手権大会  

愛知県・熱田神社 → 三重県・伊勢神宮 

８区間（８人）、総距離：約 106㎞、開催日：11月の第１日曜日 

＊ 出雲駅伝＝出雲全日本大学選抜駅伝競走 

６区間（６人）、総距離約43㎞、10月・体育の日 

 

３．ニコニコ報告  小島 常男 親睦委員 

心斎橋RC 佐伯良一様・・・・中村会長この１年大変ですね。頑張って下さい! 

甚田 会員・・・・長らく休ませてもらいました。膝に「血液」が溜まって、原因不明で再発を防ぐため「人口関節」を 

          入れました。そのあおりで足裏が痛くなって今でも苦労しています。 

          ご心配をお掛けしました。 

大嶋 会員・・・・今日のメールボックスに入れさせていただきまｈした新聞記事ですが、２０２５年に此花区夢洲で開催 

          されます大阪万博の協賛として、大阪万博を盛り上げるため、また多くの市民に知っていただくために 

          私共工場の屋上に看板を設置することになり、これを 7/8の産経新聞朝刊の記事として取り上げて 

          いただきました。 

澤田 会員・・・・夏本番、新体制の元これからも頑張ってください。 

塩尻 会員・・・・甚田さん、お帰りなさい! 

洪、中村、大島、岡本（茂）、篠藤、宮原、山川、岡野、井澤、竹内、北野、中井、中嶋、坂本、野田、清水、原山、俣野、 

新川、小島、中西、吉本、伊藤、 

各会員・・・・夏本場です 水分補給を大切に 

 

４．出席報告 岡本  茂 ＳＡＡ 

会員総数 ３８名 出席率計算会員数 ３７名 出席会員数 ３５名（オンライン 1名） 出席率 ８６％ 

第１４５９回（６月１３日） 修正出席率 ９７％ 



 

５．委員会卓話 

〇職業奉仕委員会 俣野 富美雄 委員長 

  

委員会の方針 

 会員各位がロータリー活動を通して、職業奉仕への理解を深め、各自の職業そのものが社会 

への奉仕につながるものであると再認識して、さらなる奉仕活動に取り組むべく努める。 

 

計画項目 

 ・２６６０地区職業奉仕委員長会議の情報を会員各位に伝達。 

 ・職場奉仕フォーラムにて奉仕のあり方、多様性を学ぶ機会とする。 

 ・職業奉仕卓話の復活、会員相互の交流。 

 

〇青少年奉仕委員会 原山  歩 委員長 

 

本年度、青少年奉仕委員会 委員長を拝命いたしました原山です。 

委員会の方針といたしまして、長引くコロナ禍の中で青少年が将来へ希望を抱けるような活動を 

取り組んでまいります。 

本年度、計画している取り組みは 3点あります。 

一点目は、大阪市開閉小学校 5年生を対象に、本クラブ会員企業の職場見学です。 

（12月に実施する予定） 

二点目は、大阪YMCA国際専門学校の学生との交流会です。（来年 6月実施予定） 

三点目は、クラブ内での青少年奉仕フォーラムにおいて、会員自ら青少年奉仕活動について、理解を深める機会を作ります。 

検討事項として、八代南ロータリークラブのインターアクトとの共同事業である、「花植え」プロジェクトがあります。 

八代南ＲＣの要望をお伺いしたうえで、今年度会長・幹事と相談の上、進め方について検討したいと考えています。 

 

〇社会奉仕委員会 清水 清一 委員長 

 

【委員会の方針】 

 地域社会における奉仕活動並びにクラブ内での活動の必要性を探求、調査し クラブ会員 

全員が注視し協力し合い、実行に繋げる様な活動を行っていく 

【計画項目】 

1.通年実施している船場倶楽部の活動参加協力、又、開平小学校生徒への社会教育としての会

社訪問の実施協力でありますが、この活動が地域社会に、どう奉仕活動としての必要性がある 

かを更に探求し、クラブ会員全員が参加協力して行ける活動を目指す。 

2.熊本八代南ロータリークラブと友好締結を目指す為の調査、実施活動を通じて地域外であるが、ここ数年の交流を更に深

め、お互いにそれぞれの地域に対しての奉仕活動が共に出来る様、前に進めて行く。 

3.シンガポール RC が日本国内で行おうとしている奉仕活動の調査、活動協力を推進する。この様な活動を通じて社会奉仕

プロジェクトをより強化出来る機会をつくる。 

4.ロータリー学友会の活動を支援し協力を進める。特に米山学友会に対し、ロータリー精神の理解と育成をし、世界に 

対しての普及を目指す。 



 

 

６．イニシエーションスピーチ 

◎ 大島 弥生 会員 

5月 23日に入会させていただきました大島弥生です。どうぞよろしくお願いいたします。 

生まれは心斎橋。大宝幼稚園、その後東住吉区に引っ越したので地元の小学校に行きました。 

5教科受験より 2教科受験が楽！との理由で中学受験を選択。受験候補は、帝塚山学院、 

プール女学院、大谷学園、もちろん制服の可愛い帝塚山学院を選択。中高は帝塚山学院に 

通いました。帝塚山はエスカレーター式のお嬢様学校で、当時外部受験する人は少なく、 

しかも理系は 4名でした。のんびりな校風で勉強もあまりしていなかったので見事に失敗。 

1年間予備校に通い、結局女子校に逆戻りし神戸薬科大学に入学。さて、次の進路。3回生の 

時に行った逓信病院での実習。逓信病院の薬局は 1階、そして薬剤部の当直室は地下にあり 

ました。小さい部屋にお布団を敷いての当直、しかも同じ地下には霊安室。病院に努めるともれなく当直しないといけない 

事を知り就職したくないなぁと思い、大学院に行くことを選択。大学院修士課程では、生化学の教室に所属、「ヤマブシタケ

の抗腫瘍免疫」について研究しました。さてまた次の進路、全く働く気がなかった私なので就職活動はしませんでした。 

そうすると学生部の担当者に呼び出され「大島さん就職は？」と、「いえしません」と答えたら、「やめてくれ！当校 

始まって以来大学院出ているのに無職なんて…。どこでもいいから行ってくれ」と頼まれました。ちょうど大島内科の 

薬剤師が 6月で退職するという事で、次の人が決まるまででいいから 1～2か月働いてくれと父に言われ働き始めて、 

何が 1～2か月？ずっとやん！で、今に至っています。 

さて、長い人生何をしてきたかと言うと、まず NPO 法人御堂筋長堀 21 世紀の会でのボランティア。大島内科は設立当時

からの会員、父の代わりに参加し始めたのがきっかけで、はや 26 年どっぷりボランテイアしています。この会は街づくり団体

で、このエリアをよくしましょうといろんな活動を行っています。ロータリーと同じようにいろんな部会があり、私も美化緑化部会、

イベント部会、会員交流部会、街づくり部会などに所属し、芦池小学校跡地でお茶会、島之内教会でクリスマスコンサートの

企画、1日バスツアー、ビアパーティ、忘年会など企画運営。そごう劇場では「大きな家族のクリスマスコンサート」と題し、 

子供、学生、働いている人、おじいさんおばあさんのそれぞれコーラスグループをアレンジし、にわか家族を作ってのコンサ

ートを企画運営。働いている人のグループで、「心斎橋だんさんこいさんコーラス」が結成され、私は運営側でしたが参加 

させてもらい、小島さんとはコーラス仲間です。役員も理事長以外の役は全てしました。副理事長・専務理事・常務理事・理事。

現在は専務理事のお仕事と、4年前に作った女子部会の長堀なでしこ部会の部会長と御堂筋はなプロジェクトの 

リーダーをしています。 

御堂筋はなプロジェクトでは、新橋交差点北西角の花壇を大阪市より借りて、お花のお世話をしています。 

今年で 4年目になりますが、この会は企業町会なので土日は会社がお休み、でもお水やりはしないといけないので、 

土曜日の午前診の前に早起きして日の出とともに花壇に出かけ、ごみ拾い、花ガラ摘み、剪定作業、お水やりと、1～2 

時間 1人での作業。飲んで 2時頃帰宅しても 4時半に起きて出かけますが、こういう日は雨降ってくれ～と願ってます。 

身内が一日中一緒だと従業員の息が詰まるかも？と、仕事は午前診のみ。午後は自由ですが、NPOのボランテイアの 

仕事もあり、お稽古事も大好きでなかなか忙しいです。幼稚園の時から始めた書道は先生が亡くなるまで約 35年。一応、 

日本書芸院の無鑑査を取りました。あとはお決まりのお花、お茶、そしてお茶をすると着物が着られないと不便なので着付け

教室。旅行には英会話が必須、結構大金つぎ込みましたが辞めたら全く喋れない事に…。フランス語も話せたらいいなと 

始めましたが、これも辞めたらもったいないので、2～３歳児の語学力をキープする為、月に 3～4回通っています。 

スポーツ系は、テニスとゴルフ、昨日は今年33ラウンド目。あと 2年弱でしたが乗馬もしました。指名料5000円払って乗った

黒毛の背の高いお馬ちゃん名前がルドルフ、その子に乗っている時に初落馬し辞めました。 

 

 



 

 

 

そして、足を突っ込んではいけなかったのがワイン。こう見えても最初、ワイン一杯で全身の力が抜けて立てなくなってしまう

ので飲めませんでした。でも、ヨーロッパではグラスワインよりお水の方が高いし、せっかくのお料理に合わせられないのは

損してるなぁと思い、ワインスクールやワイン会に参加し猛特訓、今では 1本は飲めるように。飲んでばかりもと思いワイン 

エキスパートを 2008年に受験し、葡萄バッジをゲット。シニアエキスパートも 2015年に受験、夜はテイスティング勉強と称し 

毎日飲酒、学科は酔っていては覚えられないので朝 4時に起きて勉強。この頃から朝早く起きる癖がついてしまい、今も 

早起きです。 

ピアノはもう弾けませんが、一度にいろんな器官を使うとボケ防止になるので 16年前にフルートを始めました。 

ということで、現在は、少し薬剤師とNPO法人御堂筋長堀 21世紀の会のボランテイア、ゴルフ、フランス語、フルート、 

それと最近体が硬くなったので週に一回ドクターストレッチに通っています。 

結婚もせず子供もいないので、少子化を加速させていますので、ボランティアして少しでも社会貢献したいと思っています。

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

                          ★８月例会予定★   

 

 

 

 

 

 

 

 日  司会 プログラム 例会場 その他 

 1  

会員増強 

新クラブ結成 

推進月間 

 

8/6職業奉仕 

委員長会議 

 

8/22会長幹事 

納涼懇親会 

 

8/27 青少年奉

仕委員長会議 

 

平山                                                             バヌアツ歯科医療

奉仕活動の現状 

 

３２階 

「スカイテラス」 

お誕生日お祝い 

理事会４階「蘭の間」１３：４０～ 

 

 

22 

 

平山    

                              

体験例会 ３２階 

「スカイテラス」 

懇談会４階「蘭の間」１３：４０～ 

第１回クラブ戦略委員会１１：３０～「スカイテラス」 

 

 

29 平山   委員会卓話： 

会員増強 

３２階 

「スカイテラス」 

 

クラブ協議会４階「蘭の間」１３：４０～１５：４０ 

（小山章松G補佐出席） 

事前懇談会6階「橘の間」 １１：５０～１２：２０ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


