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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

１１月１８日（木） 

テーマ 

     「自己紹介」 

卓話者   

     段 正峰会員 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

１１月２５日（木） 

テーマ 

   「2021-22RID2660 

 
言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか 

４．みんなのためになるかどうか 

 大阪難波ロータリークラブ      例会日時 毎週木曜日 １２：３０ 

 創立 １９７６年８月５日      例会場  スイスホテル南海大阪7階 芙蓉の間 

 会長：西原芳博  幹事：中川静夫  会報・雑誌委員長：赤坂 宏  事務局：安部亜希子 

 事務局 〒542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 スイスホテル南海大阪５階 
 TEL 06-6632-3956  FAX 06-6632-3957  e-mail osaka-namba@poem.ocn.ne.jp 

（国際ロータリー会長 シェカール・メータ ） 

 ２０２１-２０２２年度 国際ロータリーのテーマ 

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

（第2660地区ガバナー 吉川秀隆 ） 

 ２０２１．１１．１８  №２１２５ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計     ￥８５，０００ 

本日までの累計    ￥７２５，０００(43％達成) 

11月末の予算額  ￥１，６６０，０００ 

出 席 報 告 

前回 １１月１１日 ３週前 １０月２１日 

会 員 総 数 ５ ８ 名 
出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 7 4 . 5 0％ 

出 席 会 員 数 ３ ５ 名 

出 席 率 ６ ７ ％ 

これからの予定 

11月25日（木）例会          12月 2日（木）例会・年次総会・定例理事会 

12月 9日（木）例会・クリスマス忘年会 12月16日（木）例会 

第７回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１２５回例会 

・ロータリーソング「それでこそロータリー」 

・ソングリーダー  岡本真一郎会員 

・来客紹介     友好委員 

 

会 食 

・歌とピアノ    木下裕子  

・会長報告     西原芳博会長 

・幹事報告     中川静夫幹事 

・委員会報告    各委員長 

・出席報告     出席委員 

・ニコニコ箱報告  ＳＡＡ 

・卓話    

 

閉 会 （点鐘） 

在茨木市に住んでいます。息子は2人ともバスケットを
やっており、ここ数年は息子のバスケの試合を見に行く
のが楽しみの一つ。自分自身も体を動かしたり格闘技
を含めたスポーツ観戦が趣味で、ゴルフも回数はそれ
なりにやっておりますがバンカーに入ると脱出に苦労し
ているので決して特技と言える水準ではありません。今
年に入って家庭菜園にはまっています。広い庭ではな
く少量多品種で、たまに1つ2つ取れて喜んでいるレベ
ルですが、育てながら日々変化を見るのは面白く仕事
が落ち着いたらもう少しはまってみようかなと思う趣味に
なりました。 
仕事面では難波に、この4月に着任しましたが前年の
富山での約2年を除くと入稿以来25年間一貫して関西
での勤務を経験してきました。そういう意味では富山で
の勤務は初の単身赴任、支店長・部長職と言う、いろ
いろな意味で自分にとっては初めてづくしの貴重な経
験でした。我々の会社は、東京・大阪などの都市圏で
は県内に複数の店舗があり規模や専門性の面からも
法人個人等を担当させていただく組織が分かれており
ますが、富山を含め地方郊外店は一県一店舗の地域
が多く、支店長・法人営業部長を兼務し富山県におけ
る業務はすべて富山拠点と言う環境が魅力でした。 
少人数で運営している地方拠点においては店舗網や
体制では地方銀行、信用金庫には足許にも及びませ
ん。金利や為替などの条件競争の概念を頭から外し、
県外海外などのエリア外との接点作りやグループ会社
と連携した業種の垣根を越えた複合ビジネスを富山県
内に提供していくことが富山県に対して少しでもＳＭＢ
Ｃの存在意義を出すことになるとの思いで取り組み、そ
の経験を踏まえ富山、今の難波と自分の運営する組織
のテーマを①自分たちのファン作り②お客さん・案件の
数を増やす③３つの成長（お客さん・マーケット・自分自
身）このサイクルを決して順番を間違えずに定めていま
す。一つ一つはごく単純で当たり前のことですが若い
時から自分自身を振り返ると順序の概念が薄かったり

同時に成長を実現しようとしたりなど試行錯誤したと思
える曲場面もあり現在の難波での仕事を含めて今後自
分が仕事をする上でのモットーとしたいと思っていま
す。 
難波は自分たちの会社にとって規模だけでなくお客様
とのつながり歴史の重みが違う特別なエリアで25年前
に流行した際には積み立てや預金・貸金残高を一緒
に追いかけていたのが、現在はキャッシュレスを含む
DXや人事関連のニーズへの対応、M&A、不動産、海
外展開を始め入行当時なかった業務分野が日々の半
分以上を占めている。 
領域が広がっても、強みがあると言える分野と、まだま
だ、よちよち歩きの分野と様々です。コロナ禍に限ら
ず、まずは資金繰り面で安心していただけるパート
ナーであることの役目を全うし、その信頼関係をベース
に経営者の方のお悩みに対する解決策の1つの出口、
プロダクトに限定せず複数の選択肢の中から一緒に考
えていくことが本当の役割である。 
最後に、このたびロータリーに入会させていただくに際
して、感じたことですが、これまで自分の仕事と家族に
ばかり目がいっており、地域貢献と言えるものは、やっ
ておりませんでしたが、来年50歳を迎える中で下の子
供が高校を卒業する3、4年後には子供のバスケの応
援もなくなり寂しくなるので、地域の子供達のチームな
どを応援したり、もう少し時間ができて野菜を真面目に
作れば将来、人が集まる場所作りなどに関われば面白
そうだなとか今後の人生に対する自分の心境の変化を
少しずつ感じていたところであり、その心境・環境の変
化の節目で、ロータリーのご縁をいただいた事は、あり
がたいことだと思っています。
今後ともよろしくお願いいたし
ます。 
 
 
 

  ♪ それでこそロータリー 

 どこで会っても やあと言おうよ  

見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ  

遠い時には 手を振り合おうよ  

それでこそ ローロー ロータリー  

１１月 結婚記念日 おめでとうございます 
 

     11月 1日 清水一人会員ご夫妻       11月 1日 中井政嗣会員ご夫妻        

     11月 4日 立花英司会員ご夫妻     11月 6日 原田直己会員ご夫妻                      

持ち回り理事会議事録（2021.11.16） 

 次々期会長に福田 忠会員、次期理事に石川益三会員、伊藤 仁会員、清水一人会員、 

 三島敏宏会員、荒山義雄会員を候補者とすることが承認された。 



★来客紹介：ありません。 
 
★会長報告：西原会長 
1.先月1週目に第2660地区ガバナーの吉川ガバナーが

訪問されましたが、今期は我がクラブより伴井元会長
がガバナー補佐エレクトとしてIM4組の各クラブを、大
谷ガバナー補佐と共に回り、激務をこなされていま
す。それをもって、昨年９月17日に会長経験者のうち
出席11名にて行われた会長経験者会にて、この大役
のフォローをし、クラブ全体として伴井ガバナー補佐
エレクトを支えていこうというガバナー補佐セクレタリー
の設置の採決が成されました。セクレタリーを訳すと秘
書という意味合いを示します。新しい会員様もおられ
るのでおさらいしますと、ロータリークラブは日本国内
で34地区に分けられ、そのうちの大阪府北部地域の
79クラブが第2660地区に属し、その第2660地区がさら
に地域ごとにIM１組～6組に分割され我々はその中の
IM4組に所属しています。クラブ数は13クラブ、私ども
以外に東大阪、東大阪東、東大阪西、東大阪中央、
東大阪みどり、大阪柏原、大阪御堂筋本町、大阪ネク
スト、大阪南、八尾、八尾中央、八尾東で主に大阪府
下の東側から大阪市内の中央区、浪速区にかけて所
在地を置くクラブです。そのIM4組13クラブのガバナー
訪問の2週間前にIM4組の大谷ガバナー補佐と共に
伴井ガバナー補佐エレクトが訪問し、クラブ協議会に
参加し活動状況を把握し、2週間後のガバナー訪問
に備えられます。それ以外にも金輪会というIM4組の
会長会にも出席され、各クラブの会長からの報告を受
け、IM4組の情報交換を取りまとめる役割を担われま
す。この激務に対するフォローをクラブとして行おうと
いうのが主旨であります。セクレタリーは２～3名程度
設置し、クラブ協議会への輪番での随伴、報告書の
起草、地区からのCCメール共有及び返信の代理、タ
ブレット端末操作補助等、若手会員を中心にサポート
して頂きます。もちろん、若手会員へのロータリー研修
の機会になることもメリットの一つでございます。予算、
立候補者及び、推薦者、投票方法についても会長経
験者会で話し合われました。先週の理事会でも概ね
私からご説明しましたが、12月には予算選考方法など
も理事会で承認を得て、セクレタリー選考へと移る事
になろうかと思います。我こそは、という会員の方がい
らっしゃれば是非名乗り出て頂ければ幸いです。 

 
★幹事報告：中川静夫幹事 
1.本日の週報に定例理事会の議事録を掲載させてい

ただいておりますのでご確認下さい。  
2.千田会員、西原会員ご推薦の吉田啓介氏が会員候

補として承認されました。本日書面でご通知しており
ますので、ご検討ください。 

3.１２月９日（木）の例会は夜間例会となり、場所はロイ
ヤルクラシック大阪８Fで開催させていただきますの
で、お間違いのないようにお願い致します。 

 
★委員会報告 
◇クラブ会報・雑誌委員会：赤坂委員長 
  「ロータリーの友11月号の紹介」 

横P.7～15  [特集：ロータリー財団月間特集－インドで
出会った笑顔の子供たち]ポリオ根絶のためのプ
ロジェクト「ポリオプラス」（プラスは子供にとって危
険な感染症、はしか、ジフテリア、百日咳、破傷
風にポリオがプラスされたことに由来する）はロー
タリー財団が取り組む最大のプロジェクトです。
1985年に開始され、これまで多くのロータリアン、
関係者の努力により2014年にインドで、2020年に
はアフリカで根絶が宣言され、現在、残るアフガ
ニスタン、パキスタンの2か国で全世界での根絶
宣言を目指しワクチン投与が行われています。
今月号では、インドでのワクチン投与活動に参
加した3名のロータリアン、1名のローターアクター
によるインタビュー記事が掲載されています。 

横P.41  [エバンストン便り１：2023－24年度RI会長にゴー
ドンR・マッキナリー氏が選出される] 国際ロータ
リー（RI）会長指名委員会は、2023－24年度RI会
長に、スコットランドのサウスクイーンズフェリーRC
会員のゴードンR・マッキナリー氏を指名しまし
た。1984年にロータリーに入会し、エディンバラで
歯科医院を開業しています。 

縦P.9 [卓話の泉：生きて呼吸するキムチ] 
        第2660地区大阪梅田RCの李会員の卓話が紹

介されています。キムチは美味しいだけではな
く、健康増進にも大いに効用があります。 

 
◇社会奉仕委員会：三島委員長 
今週末13日、14日11時より、道頓堀リバーフェスティバ
ルにて、エンドポリオの募金とチャリティーバザーを開催
させていただきます。皆様、ぜひとも参加の程よろしくお
願いいたします。 
 
◇友好委員会：清水委員長 
12月9日（木）クリスマス忘年会をロイヤルクラシック大阪
にて開催させていただきます。また、抽選会のプレゼン
トもよろしくお願いいたします。 
 
★ニコニコ箱報告：副SAA 
西原芳博：先週、会長幹事慰労会、清水委員長、中川

博之副委員長、松田副委員長、お疲れ様で
した。 

中川静夫：川口直前会長、福田直前幹事、先週はお疲
れ様でした。清水委員長はじめ友好委員の
方々、コロナ禍の中、段取り大変だったと思
います。ありがとうございました。 

夏 明義：先週の直前会長幹事慰労会、清水友好委員
長、お疲れ様でした。 

川口栄計：直前会長幹事慰労会、皆様ありがとうござい
ました。清水友好委員長、お世話になりまし
た。夏元会長、2次会大変ご馳走になりまし
た。 

林 博之：会長幹事慰労会、お疲れ様でした。ありがとう
ございました。 

網干康史：連続欠席お詫び。 
網干康史：７回目の優良申告法人の表敬を受けること

が出来ました。自祝。 

松田禎胤：会長幹事慰労会、とても楽しかったです。
皆様ありがとうございました。 

福田 忠：先日は盛大な会長幹事慰労会を開いて頂
き、またお忙しい中多数ご参加頂きまして
ありがとうございました。西原会長、中川幹
事、清水友好委員長、大変お世話になりま
した。夏元会長、食事会ありがとうございま
した。 

森田 納：会長幹事慰労会、清水委員長お疲れ様で
した。 

清水一人：会長幹事慰労会、お疲れ様でした。 
三島敏宏：11月13日、14日11時より道頓堀リバーフェ

スティバルが開催されます。皆様のご参加
お待ちしております。 

中川博之：川口直前会長、福田直前幹事、コロナで
慰労会の延長が続いていましたが、改めて
一年間本当にお疲れ様でした。 

荒山義雄：例会欠席お詫び。 
宮本倫明：家内誕生日お祝い御礼。家内退院祝い。

前回例会欠席のお詫び。 
長田博文：本日卓話お時間頂きありがとうございまし

た。よろしくお願いします。 
長崎 武：卓話のお時間を頂きありがとうございます。  
 
★卓話                テーマ  「自己紹介」 
                    卓話者 長田博文会員 
１９７６年６月４５歳。難波ＲＣと同級生。 出身は、 静岡
県富士市で１８歳まで駿河湾側から見る雄大な富士
山を見て育つ。  
３歳から空手をはじめ。高校からは柔道部にも所属。 
今ではありえないくらい厳しい体育会系ですごし、大
学では法学部でしたが犯罪心理学・児童心理学・行
動心理学などを学んできました。当時就職氷河期時
代ということもあり、とにかく内定をとることで必死であり
ました。８社ほど運良く内定頂き今の第一生命に決め
ました。 特に保険会社がよかったわけでもなく当時お
付き合いしていた彼女のすすめで 第一生命に入社、
最初のこの２年間で同期は半分になりました。担当地
区を渡されてから土日も担当地区を回り、朝７時から
バス停でティッシュを配り、夜１０時までピンポンを押 し
飛び込み営業をする。１年間同じ地区を朝から晩まで
通い続けるので、毎日来るなと水を かけられることもあ
れば、本社に苦情で二度とこさせるなと厳しいお言葉
をもらうときも あり、夜スーツを来た変出者がいると通
報を受け職務質問に４回合いました。今となってはい
い思い出です。２４時間働くことが美徳とされていた時
代です。努力と根性、保険営業はＧＮＰ（義理・人情・
プレゼント）の時代です。  
当時の私の実績は３ヶ月でたった１件しかご契約がい
ただけずに当時の上司から辞めてしまえと何度も叱責
されました。これも今では考えられないですが退職書
類を書かされたこともありました。 崖ふちの中、これで
はいけないと８月からは優績な同期や先輩に同行を
お願いして教えを請いに行きました。知識・話法・取り
組み方を学び、やれること・教えてもらったことは、す
べてやるという今の仕事の原点を身につけました。お
かげさまで８-11月最下位から３位 まで浮上し、首の皮
一枚繋がった事も・死ぬ気でやっても死ぬやつはい
ない、なんとかなると自信になりました。その後の千葉

総合支社オフィス長代理を 4 年・機関長補佐の仕事
を名古屋東支社で機関長を３年、福井支社で機関長
６年、中京総合支社で37 歳の時営業部長 5 年・エリ
ア統括部長を 2 年この 4 月に大阪南支社南大阪エリ
ア・エリア統括部⾧として着任いたしました。エリア統括
部長いう職種についてご説明しますと、第一生命南大
阪支社管下南大阪エリア 7 オフィス（7 支店）なんば・
玉出・境川・なんばみ らい・あべの・平野本町・田辺を
担当しております。営業職員さんの人数でいえば 180 
名ぐらいです。 
当社では地域貢献活動を行っている社外団体等に
参加していく取り組みが 3 年ほど前から 始まりまして、
今回ご縁ありまして 6 月から難波ＲＣに入会となりまし
た。諸先輩方からご指導ご鞭
撻頂き、ロータリアンとして精進
していきたいと思います。どうぞ
よろしくお願いしたします。 
 
★卓話          テーマ  「自己紹介」 
                    卓話者 長崎 武会員 
両親の出身地である山口県で、1972年推定4月20日
生まれの49歳です。生年月日を推定と申し上げたの
は、中学3年の時に母と2人で夕食を食べているときに
何の前触れもなく本当は4月2日生まれじゃないよねと
軽く言われました。何でと聞き返すと母曰く当時田舎
では3月末に近い早生まれは同級生と約1年変わりか
わいそうとの理由で町のお医者さんは4月2日にしま
しょう。当時は、よく言われたとの事でした。本当の誕
生日と聞くと、もう誰もわからないと仕方なく4月2日で
通しております。ネットで調べると1年のバースデーラ
ンキングと言うのを見つけ、1番多い生年月日はなんと
本当に4月2日で、逆に少ない日はうるう年を除くと正
月3が日で元旦が365位、2日が364位、3日が361位、
明らかに自然で正月が明けた1月5日はいきなり25位
に跳ね上がるなど、病院都合で色々と諸事情があるこ
とがわかった。 
小学校に入学した時、両親が和泉市に家を買い、実
家は今も和泉市にあります。大学時代は神戸大学で
アメリカンフットボール部に入部し、5年間みっちり没頭
させていただきましたが、入部当時は水飲むな、骨折
しても簡単に休むな、の根性論の時代だったのが、卒
業時には各大学がトレーナーや栄養学などを本格的
に取り入れる時代に変化した時期でありまた所属した
神戸大学もあと一勝で悲願の甲子園ボールと言う注
目を集めた年があった、一方二部落ちも経験をするな
ど変化の激しい5年間でした。度重なるタックルによる
脳波の乱れが医学的に証明され、首や腰もヘルニア
で今も定期的に整骨院通いするなど肉体的代償は多
少ありましたが自分にとっては、良い経験と仲間を得
た貴重な場所でした。グランドでの長時間の練習ウェ
イトトレーニング深夜までの戦術ミーティングを繰り返
す日々の中で仲間と没頭できる充実感と、ともに男の
仲間だけが集まって、目指した結果を出すことの難し
さを痛感しました。 
就職活動を始める際には何の興味も持っていなかっ
た銀行でしたが様々な年代、業種の経営者の方と巡
り会える法人営業の仕事に魅力を感じ当時の住友銀
行に入行したきっかけとなりました。 
私生活は、妻と高三・中二の息子2人の4人家族で現

 



11月13日(土)14日(日)の道頓堀リバーフェスティバルでの社会奉仕活動は、会員の皆様からのご協力を頂
きまして、無事終えることができました。皆様のご協力に感謝致します。 
会員の参加者は13日(土)26名、14日(日)17名の合計43名もご参加頂きました。 
両日ともに秋晴れとなり、沢山の会員にお越しいただきました。今年度は2つのブースを出展させて頂き
ました。 
・End Polioブース 10月24日の「世界ポリオデー」の活動の一環として、End Polioの啓蒙と募金活動を実
施しました。会員の皆様も、休みの中駆け付けてくださり多くのご寄附をいただきました。高額のご寄
附や、何度も寄附をして頂く会員さんもおられて、皆さんのEnd Polioに対する意識の高さを感じました。
皆様のご厚意に心より感謝致します。 
・授産品チャリティーバザーブース 10か所の障がい者施設にて、各々がご自身の能力を活かして、ひ
とつひとつ真心込めて手作りされた商品を販売して頂きました。 
一般の方々も含めて、会員におかれましては、主旨をご理解の上、多くの商品をご購入頂きまして有難
うございました。 
また、全てのイベントに林雄大ローターアクト会長をはじめ、多くのアクト会員の皆さんに積極的にご
協力頂くことにより大いに盛り上がることができました。 
最後に、今回の開催にあたりまして、千田元会長をはじめ、西原会長、中川幹事、林会長エレクト、福
田青少年奉仕委員長、中川広報・HP委員長、他にも様々なご配慮を頂きました会員の皆さま、皆さまの
おかげで無事に終える事が出来ました。誠に有難うございました。 
※２日間の募金総額は、１３４，８６０円でした。皆さまの尊いご寄附に心より感謝いたします。 
 
大阪授産事業振興センター様より 
この度は、道頓堀リバーフェスティバルへの出店の機会を賜り有難うございました。お陰様で２日間の
売り上げは、１６３，２４０円となりました。また、来年も出店の機会がありましたら、宜しくお願い
致します。                                 文責：三島敏宏 



お写真をお撮りできなかった方もいらっしゃいますが、 
沢山のご寄付を誠にありがとうございました。 


