２０２２．４．１４
焼き付いております。
若い時分、生きたいまま生きてきて散々悪さを
してきた分、これからは社会のために、人のた
めにどう生きていくのか本当に考えさせられる
年になりました。死ぬまで勉強だと思っており
ます。結びになりますが、こんな私ですが、皆
様方のご指導をいただきながらまだまだ気付
き、勉強、精進、成長したいと思っておりま
す。今後とも引き続きの
ご指導ご鞭撻の程どうぞ
よろしくお願いします。
本日はご清聴ありがとう
ございました。

テーマ 「自己紹介」
卓話者
秋田祐作会員
皆様こんにちは、今日から大阪難波ロータリー
クラブに入会させていただきました秋田と申し
ます。株式会社フローラルコショネという花屋
さんを祖父の代から続けていまして、３代目に

なります。花を置かない花屋さんということで
注文をうけてから仕入れるようにしています。
理由はより新鮮な花をお届けすることができる
ためです。１９８０年生まれの４４歳です。大
阪生まれの大阪育ちで、一人っ子、お酒は少し
嗜む程度です。３か月前からゴルフもはじめ今
スコアは１１７くらいです。４月２７日も参加
させていただきます。
２０歳から２７歳まで結婚式のカメラマンをし
ていまして。笑顔の写真を撮るのが大好きで、
撮ってほしい方がいらっしゃいましたら。又お
声がけください。２７歳の時に親の体調が悪く
なりまして、お花屋をつぐこととなりました。
そこで障害者の方の支援などもさせていただ
き、普通のカフェの中庭など、どんなスペース
でもお花で結婚式場に変
えることもさせていただ
いています。これからも
どうぞよろしくお願いい
たします。

ＷＥＥＫＬＹ

ＢＵＬＬＥＴＩＮ

4月 4日
4月23日

夏

明義会員夫人 敏子様

（第2660地区ガバナー

次回の卓話

ロータリー４つのテスト

４月１４日（木）

４月２１日（木）
テーマ
「大阪難波RC会員様からの
インタビューにて学んだ事」
卓話者
三島敏宏会員

言行はこれに照らしてから

テーマ

松田禎胤会員夫人

おめでとうございます
岡本真一郎会員夫人

林 博之会員

定子様

美保様

４月度定例理事会議事録
1.三姉妹共同国際奉仕事業オムライス体験教室について、４月１７日（日）のタイムス
ケジュールや予算などの詳細が報告された。
2.友好行事について、５月１２日（木）新入会員歓迎会、６月１１日(土)〜１２日(日)
京都方面で打上げ家族旅行を計画していることが報告された。
3.2022-23年度の地区補助金を利用した奉仕活動を計画中で、内容はセレッソ大阪の関係
の児童養護施設「聖家族の家」へ遊具とサッカーボールの寄贈と、セレッソ大阪にご
協力いただきヨドコウスタジアムを１日貸し切り、入所する児童を対象に１２月頃
サッカースクールを開催することが報告された。
4.１月２７日～３月２４日までの９回の例会休会分の会費を会員へ返却することが承認
された。
5.東村賀文会員の退会が承認された。

これからの予定
4月17日（日）三姉妹共同国際奉仕事業 オムライス体験教室
4月21日（木）例会
4月27日（水）第２回友好ゴルフコンペ
4月28日（木）例会
5月 3日（火・祝）～5日（木・祝）春のライラ
5月 5日（木・祝）休会
5月12日（木）例会・新旧合同理事会
5月18日（土）ＳＮＳ活用のための情報交換会
5月19日（木）例会・新旧クラブ協議会

吉川秀隆 ）

今日の卓話

「ごみを捨てる」

4月10日

（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」

大阪難波ロータリークラブ週報

卓話者

４月 会員夫人誕生日

№２１３５

第１７回例会

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

♪

Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ
Ｒ‐Ｏ‐Ｔ‐ˇＡ‐Ｒ‐Ｙ，That ｓｐｅｌｌｓ Ｒｏｔａｒｙ．
ＲＯＴˇＡＲＹ ｉｓ ｋｎｏｗｎ ｏｎ ｌａｎｄ ａｎｄ ｓｅａˇ．
Ｆｒｏｍ Ｎｏｒｔｈ ｔｏ Ｓｏｕｔｈˇ，
Ｆｒｏｍ Ｅａｓｔ ｔｏ Ｗｅｓｔˇ，
Ｈｅ ｐｒｏｆｉｔｓ ｍｏｓｔ ˇｗｈｏ ｓｅｒｖｅｓ ｔｈｅ ｂｅｓｔ；
Ｒ‐Ｏ‐Ｔ‐ˇＡ‐Ｒ‐Ｙˇ，ｔｈａｔ ｓｐｅｌｌｓ Ｒｏｔａｒｙ．

本日のプログラム

開 会 （点鐘） 通算第２１３５回例会
・ロータリーソング「ROTARY」
・ソングリーダー
岡本真一郎会員
・来客紹介
友好委員
・ストレッチ

ニ コ ニ コ 箱 報 告

会 食
・歌とピアノ
・会長報告
・幹事報告
・委員会報告
・出席報告
・ニコニコ箱報告
・卓話

木下裕子
西原芳博会長
中川静夫幹事
各委員長
出席委員
ＳＡＡ

前 回 の 合 計

￥１３０，０００(休会)

本日までの累計

￥１，７６０，０００(52％達成)

4月末の予算額

￥３，３３０，０００

出
前回
会

員

総

４月７日

会

告
３週前 ３月１７日(休会）

数 ５ ９ 名

出 席 会 員 数

閉

席 報

４ ０ 名

（点鐘）

出席免除を除く
ＭＵを含む

修正出席率
出

席

率 ７ ５ ％

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

４月は「母子の健康月間」です
前回の記録

第１６回

★来客紹介：宮本友好委員
林会員のゲスト
岩元 雅清様

★会長報告：西原会長
4月17日(日）開催予定の三姉妹共同国際奉仕事業
の本番を間近に控え、そのデモンストレーション
として4月3日に西野元会長のおでん屋をお借りし
行いました。参加メンバーは私ども理事役員と
RACメンバーに加え、今回の活動子ども食堂への
オムライス体験教室の講師として一肌脱いでいた
だける北橋元会長にもお越しいただきました。
内容は来たメンバー全員が“北橋シェフ”からオ
ムライス作りを教わるというシンプルなものです
が、まず驚かされたのはデモンストレーションに
もかかわらず、本番さながらのコック帽とコック
コートを身にまとった北橋元会長が現れた事でし
た。今年創業100周年を迎えられる歴史深い北極
星のオムライスでありますが、そのオムライスの
本家本元の第一人者の方が私達素人の取り組みに
本気で向き合って頂けることを感じ、背筋が伸び
る思いでした。とはいえ、料理教室が始まると、
和やかな雰囲気で行われ、当日メインで子供達に
オムライス作りを伝授してもらうことになるRAC
メンバーも真剣な眼差しで北橋シェフの教えを聞
き入れ、何とか全員が当日子どもたちに最低限の
作り方を教えられるようになりました。
私は家でキッチンに立つ事がほぼなく、料理が全
くできませんが、北橋シェフのシンプルかつ分か
りやすい教えにより、こんなド素人でも曲りなり
にフワッフワのオムライスが出来上がり、大人げ
なく喜びを覚えました。次の日、自宅に帰ってこ
の喜びを伝えたく米澤さんに日曜日の動画を送っ
てもらい、それを復習して再度オムライスを作る
ことにしました。家内は私の不器用さを知ってい
るので、絶対卵焦がすわ！もったいない！と最初
は言っていましたし、息子もパパ鶏がせっかく産
んだ卵がもったいないやんか！と言われる始末で
した。ですが、調理を始め北橋シェフにより叩き
込まれた卵をひたすらかき混ぜる事などを実践し
た結果、なんとかフワフワオムライスが完成し、
仕事以外で初めて家族に褒めてもらったような気
がします。北橋シェフに大感謝です。私の家族事
情はさておき、私でも喜びを感じれたのですか
ら、普段、“食”の作る楽しみをもしかしたらそ
こまで感じることができていない子供たちがいた
ならば、一流のプロに教わって自分たちで作るオ

４月７日（木）
ムライスにきっと目を輝かせてくれるのではない
か、と期待を抱いております。又、誇りあるオム
ライスの調理を子供たちに伝えるという事は、職
業奉仕というアプローチからも意義あるものだと
信じております。4月17日、1人でも多くの会員
方々の参加をお待ちしております。
★幹事報告：中川静夫幹事
1.本日例会終了後、定例理事会を開催させていた
だきますので、理事役員の方はご出席下さい。
2.中川博之会員、福田忠会員ご推薦の秋田祐作氏
の入会が決定し、インフォメーションと入会式
が行われました。
3.ロータリーレート変更のお知らせです。４月の
ロータリーレートは１ドル＝１２２円です。
4.例会場変更のお知らせです。４月１４日、２１
日、２８日の例会は７Fで行いますのでよろしく
お願いいたします。
★委員会報告
◇国際奉仕委員会：松田委員長
トンガ海底火山噴火による災害及びウクライナ人
道支援の募金のお願い。（２回目）
◇国際交流三姉妹委員会：三島委員長
4月17日オムライス体験教室を開催させて頂きま
す。会員の皆様、是非お越しください。
◇友好委員会：清水委員長
4月27日（水）第２回友好ゴルフコンペを開催させ
て頂きます。ご参加宜しくお願い致します。
★ニコニコ箱報告：日髙会員
西原芳博：秋田さん、ようこそ大阪難波ロータ
リークラブへ。
西原芳博：オムライス体験教室のデモンストレー
ション、北橋元会長、西野元会長、大
変お世話になりました。
中川静夫：秋田さん、ご入会おめでとうございま
す。共にロータリーライフを楽しみま
しょう。
北橋茂登志：皆出席賞が頂けるそうで、感謝ある
のみです。
大地庸元：北橋さん、北極星１００周年おめでと
うございます。素晴らしいです。
北田好文：３０年皆勤賞いただいて自分の健康に
感謝。
北田好文：会社継承メーカーとのＭ＆Ａ成立いた
しました。川口さん、福田さん、森田

さんの気配りに感謝。
白野陽一：徐さん、今こそ出番です。愛用ライ
フル持参でウクライナへ。
川口栄計：例会欠席お詫び。 田さん、秋田さ
ん、ご入会おめでとうございます。
石川益三：４月２２日後期高齢者になります。
よろしくお願いします。
網干康史：父の通夜並びに葬儀に際し、大変お
世話になりました。
網干康史：早退お詫び。
米澤 勉：秋田さん、ご入会おめでとうござい
ます。今後とも宜しくお願いしま
す。
三島敏宏：４月３日オムライス体験教室ご協力
ありがとうございました。北橋元会
長、ご指導いただきまして感謝いた
します。
早栗義文：さまざまの
こと思ひ出す 桜かな
本間一成：ウクライナ戦争大変です。キエフが
キーウと始めて知りました。
中川博之：秋田さんようこそ大阪難波ロータ
リークラブへ。今日の卓話、楽しみ
にしています。
中井政嗣：長らく休ませて頂き、申し訳ありま
せんでした。
荒山義雄：ご無沙汰して申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
川井宗次：例会欠席お詫び。
日髙雅哉：息子が2歳の誕生日を迎えました。秋
田さん、大阪難波ロータリークラブ
へご入会おめでとうございます。
田啓介：秋田様、ご入会おめでとうございま
す。今後ともよろしくお願いいたし
ます。
秋田祐作：今日から入会させて頂きます。よろ
しくお願いいたします。

のぞきにいきました。広いグランドでは野球部
とはすかい斜めに団旗を中心に黒い学生服に身
を包んだ集団が大声を出して両手を挙げたり下
げたりしています。そうです。応援団本部で
す。その時初めて私は２階に住んでいた親切に
していただいた先輩が応援団本部の親衛隊長
だったというのがわかりました。今までの恩も
ありお断わりすることができず、入部する事に
なりました。大学生活の中で１回生２回生の時
はほとんど応援団が忙しく授業には出れません
でした。応援団本部の当番や買い物、4回生3回生
の身の回りの世話、１日のほとんどが先輩との
時間でした。下宿に帰ると練習でくたくたにな
り、学生服のまま泥のように眠る毎日でした。
当然勉強などせず前期後期の試験では、大の阪
神ファンの先生には解答用紙に六甲おろしを３
番まで書き又だるまの絵を書いて(手も足も出ま
せん)単位を通していただいたこともありまし
た。
無事４年間で大学を卒業して昭和６１年１９８
６年に現在のトランスコスモスにお世話にな
り、３６年が経ちました。父は設計技師でした
のでこれからはコンピューターの時代がくると
言われコンピューターにかかわる仕事がこれか
らは花形産業になると信じて新卒で採用されま
した。採用担当者に大学時代はクラブ活動何を
やっていましたか？応援団です。翌日合格採用
の電話がかかってきました。
トランスコスモスは売上3600億、6万人の従業員
のIT系のアウトソーサーです。ここコロナの２年
間は持続化給付金の受付業務や、ワクチン接種
の予約受付コールセンターなど国や自治体に対
する仕事がかなり増えました。コールセンター
の現場の責任者も経験して今は西日本地区の営
業統括責任者をさせていただいておりますが、
この歳になっても色々な方にお会いして色々な
お話を聞いて感化され触発され刺激を受けるの
がやっぱり好きな性格なんです。人と交わった
★卓話
テーマ 「自己紹介」
り、一緒に目標に向かって走ったりするのが好
卓話者
田啓介会員
きな人間です。
本日は昨年12月に入会させていただきましたわた また６年前に関西留学生支援連絡会の立ち上げ
くし 田啓介より限られた時間の中ですが、あ に携わり、そこで千田会長にもお会いして会長
りのままの自己紹介をさせていただきます。
のおかげで、こんな私がこのような素晴らしい
生まれは昭和38年12月8日京都府綾部市で生まれ 大阪難波ロータリークラブにも入らせていただ
ました。兎年の58歳になります。大学は、神戸の くことができて、また素晴らしい諸先輩方々に
大学に入学し大学の目の前のアパートに入居
も受け入れていただき出会えることができて本
し、２階に住んでいた先輩が本当に親切丁寧に 当に幸せ者だと思っております。私を重用して
いろんなサポートをしていただき、食事もご馳 いただいたトランスコスモスの創業者が言って
走になり、電話も取り付いでくれ、仕送りが足 いた言葉です。
りなかったらいつでも言って来いと本当によく 「ええか、会社が大きなっても偉そうにしたら
してくれました。４月の下旬に一緒に食事をし あかんよ。誠実にな。頭を少し低くしてな、社
ていると、 田君、クラブはどこか決まってい 会に役に立つ会社にせなあかんで。人は支え
るの。決まっていないなら一度体験入部という あっていきているんよ。ご縁は育てることが大
のがあるからうちにきてみないか、と言われて 事やで。頑張りや」そのお言葉が、今でも頭に

２０年以上皆出席の方の表彰が行われました。
谷口勉会員４５年・北橋茂登志会員４１年・北田好文会員３０年・荻原奨会員２１年

今月お誕生日を迎えられる
会員各位

北御堂マガジン“北御堂 TSUU”
に掲載していただきました。

本日入会されました秋田祐作会員

