２０２２．４．２１
先輩で、糖尿と痛風に悩まれている方から
の助言で頑張って２５キロダイエットしま
した。そして４０歳の時にロータリーに入
会させていただきました。先輩方に仕事、
遊び、他業種のことなど色々教えていただ
きまして入ってよかったと思っています。
本題の卓話にうつります。
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物にわか
れています。産業廃棄物は２０種類くらい
あります。この他に特別産業廃棄物という
のがあり、アスベストや医療系の廃棄物と
なります。医療系の廃棄物に特化した会社
も経営していまして、今コロナで大変忙し
いです。
ごみを出す人を排出者といいまして、自ら
の責任で適正に処理するという基本的原則
があります。ですが、現実的に自ら適正に
処理することは難しいので、そこで我々の
ような廃棄物処理業者に委託することがで
きると廃棄物処理法で定められています。
一廃は市及び区、産廃は都道府県の許可が
必要となります。私の会社は近畿２府４県
の許可を持っています。まだまだ無許可の
業者が多いのが現状であります。そこから
不法投棄につながったりしますので、許可
を持った業者に委託するようにしましょ

う。もし無許可の業者に委託すると罰金刑
など処罰の対象になりますので注意してく
ださい。
日本で家庭から１年間に排出されるゴミの
量は東京ドーム１１５杯分４２７２ｔで
す。会社やお店などから排出されるゴミの
量は東京ドーム約９００杯分３億７８８３
万ｔです。その中でも汚泥や動物の糞尿、
がれき類が約８割を占めます。ペットボト
ルはペットボトルや、制服、車の内装、リ
サイクルBOXなどにリサイクルされます。
私たちの役割は、ごみをはこぶだけでな
く、分別や加工をすることで、りさいくる
原料として社会に還すことであります。
ご清聴ありがとう
ございました。

4月 3日
4月13日
4月23日

結婚記念日

黒川友二会員ご夫妻
長崎 武会員ご夫妻
井上満昭会員ご夫妻

ＢＵＬＬＥＴＩＮ

（第2660地区ガバナー

今日の卓話

第１８回例会

おめでとうございます
4月12日
4月20日
4月25日

大地庸元会員ご夫妻
北橋茂登志会員ご夫妻
松田禎胤会員ご夫妻

（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

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

持ち回り理事会議事録 2022.4.13
荻原会員、西原会員ご推薦の飛田了介氏、白野会員、川口会員ご推薦の吉田智氏が会
員候補者として承認された。

４月

ＷＥＥＫＬＹ

次回の卓話

会

（点鐘）

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

それでこそロータリー

どこで会っても やあと言おうよ

開 会 （点鐘） 通算第２１３６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

閉

言行はこれに照らしてから

♪

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
ニ コ ニ コ 箱 報 告

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

￥５０，０００(休会)

本日までの累計

￥１，８１０，０００(54％達成)

4月末の予算額

￥３，３３０，０００

出
前回
会

これからの予定
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（水）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
5月26日（木）例会

吉川秀隆 ）

ロータリー４つのテスト

４月２８日（木）
テーマ
「自己紹介」
卓話者
藤原秀之会員
岡野邦男会員

本日のプログラム

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

№２１３６

員

席 報

４月１４日
総

告
３週前 ３月２４日(休会）

数 ５ ９ 名
出席免除を除く

出 席 会 員 数 ３ ９ 名 ＭＵを含む
修正出席率
出
席
率 ７ ２ ％

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１７回

★来客紹介：ありません。
★会長報告：西原会長
先週、子ども食堂へのオムライス体験教室に
ついて話しましたが、ロータリークラブにお
ける青少年奉仕は年々どのクラブも重きを置
いております。中でも私達同様、貧困に苦し
む子供達や、とりわけ子ども食堂に手を差し
伸べるロータリークラブも全国にもかなり多
く存在するようです。
子ども食堂について簡単にご説明しますと、
子ども食堂の始まりは、東京都大田区にある
「気まぐれ八百屋だんだん」の店主であった
近藤博子さんが2012年に作ったのが始まりだ
そうです。きっかけは、朝ごはんや晩ごはん
を当たり前に食べられない子供の存在を知っ
た事のようですが、わずか10年で現在約500
カ所にもおよびます。地域のボランティアグ
ループなどが運営する食堂では、無料または
安い金額で食事を用意し、空腹な子供達のお
腹を満たしたり、子ども食堂が唯一の外食だ
というシングルマザーの親子が訪れる事もあ
ります。また、学校に足が向かない中学生、
高校生が来て、子供たちの遊びの相手になっ
たりボランティアの大学生が勉強を教えたり
と、それぞれの環境、年齢の人たちの思いや
りが集まる場所とも言える訳ですが、皆様の
御周知の通り、11月には地区補助金を利用
し、東北のお米450㎏と冷凍庫を寄贈させて
頂きましたが、できればお金を出すだけでな
く、その後のフォローが関わり合いを求め三
姉妹共同事業でもその子ども食堂にオムライ
ス体験教室を行なう事となりました。
そんな子ども食堂がこの10年で広がった理由
の一つとして、2009年に相対的貧困率（世帯
所得が標準的所得の半分以下の割合）を公表
したことで表面上には見えてこない貧困層の
存在が社会的に認知されたことが挙げられま
す。それにより貧困層の増加がある意味おお
やけになりました。貧困世帯の特徴として、
ひとり親の家庭が半数を占め、孤食をあわせ
て問題として取り上げられるようにもなりま
した。結果、カップラーメンやジャンクフー
ドのような手軽に食べれるもので夕食を済ま
す子供たちも少なくないという現実に手を差

４月１４日（木）
し伸べたのが子ども食堂で、とにかく目の前
の子供達に美味しくて温かいご飯を食べても
らうという事に一石を投じました。
私たちもこの奉仕事業を始めるにあたり、中
央区こどもの居場所連絡会さんや、子ども食
堂「しまルーム」さんと話をするうちに、子
供達に栄養ある温かい美味しい食事をさせて
あげたいという思いがどんどん強くなってい
き、北橋元会長に相談し、こんな素晴らしい
企画なら喜んでさせてほしい、と有難いお言
葉も頂戴し実現しました。非常にしつこいよ
うですが、計画にかかわった多くの会員皆様
のはげみにもなりますので、17日是非とも足
を運んでいただけますようお願い申し上げま
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くださ
い。
2.荻原会員、西原会員ご推薦の飛田了介氏、
白野会員、川口会員ご推薦の吉田智氏が会
員候補者として承認されました。書面でご
通知しておりますのでご検討下さい。
3.本日、各委員長様へ活動報告書提出のお願
いを入れさせていただいております。各委
員長の方は、事務局までご提出ください。
4.新入会員の秋田会員の住所録を入れさせて
頂いております。緑の手帳に貼ってご活用
ください。
5.熊平製作所より「抜粋のつづり」をいただ
いております。お持ち帰りください。
★委員会報告
◇クラブ会報・雑誌委員会
「ロータリーの友４月号ご紹介」
横P.7～13 【特集：母子の健康－育児と生理
の大変さを知る】母子の健康月間に因み
「男性の育児」と「生理の貧困」を取り
上げます。男性の育児では、宮崎南RC及
び埼玉県本庄RCの会員の会社での男性社
員の育児休業取得推進の取り組みが紹介
されています。また、2025年までに男性
の育休取得率を30％まで引き上げること
を目的に今年10月1日から施行される産後

パパ育休制度の内容が紹介されていま
す。生理の貧困では、豊かなはずの日
本でも存在する生理用品を買えない女
性達の支援に取り組む二つの事例が取
り上げ
られています。そのうちの一つは、当
地区大阪西南RACの活動で、使い捨て生
理用品を減らせる吸水ショーツ普及へ
の取り組みです。
縦P.16～18【友愛の広場】
投稿によるエッセー、海外ロータリー
クラブ訪問、時局雑感などを紹介する
コーナーです。16ページに大阪平野RC
西村 聡会員の「出前授業で生徒に問
う。仕事とは何か？」が掲載されてい
ます。
◇国際交流三姉妹委員会：松田会員
4/17難波千日前公園にて三姉妹共同国際奉
仕事業を主とした各委員会での合同奉仕事
業として、大阪市中央区子どもの居場所連
絡会所属の児童・家族を招きオムライス体
験教室を開催致します。
会場設営担当の方は8時30分集合、参加者
は9時30分受付開始です。
当日の調理指導と食材の準備をしていただ
きます北橋元会長、会場の手配と調理器具
等の準備をしていただきました千田元会
長、オムライス作りの予行演習の場として
定休日にも関わらずお店をお貸しください
ました西野元会長、心より御礼申し上げま
す。
★ニコニコ箱報告：清水会員
西原芳博：今週日曜日、三姉妹共同国際奉
仕事業です、皆様よろしくお願
いします。
中川静夫：今週17日のオムライス体験教室
が良い天気に恵まれますよう
に。
谷口 勉：45年間皆出席賞を頂いて、健康
に感謝して。
遠藤友一郎：4月1日から米国製のGE社のロ
ジックE10sという名実ともに世
界一の超音波断層装置を購入し
ました。私の専門の腹部、乳腺
のみならず心臓、血管、その他
にも素晴らしい画像を提供して
くれます。
荻原 奨：義父の葬儀に際し、会長はじめ

皆様お気遣い有難うございま
す。
岡本真一郎：DVDお世話になりました。有
難うございます。
長田博文：前回例会欠席につき。
長崎 武：誕生祝い、有難うございまし
た。
段 正峰：前回も欠席につき。

★卓話

テーマ 「ごみを捨てる」
卓話者
林 博之会員
大変久しぶりの卓話ですが、よろしくお願
いいたします。久しぶりで、新しい会員様
も沢山入られていますので、自己紹介させ
ていただきます。
１９７０年１月１７日に生まれの５２歳で
す。ロータリーに入って１２年、来年は会
長をさせていただきます。今年度西原会長
に負けないように頑張りたいと思っていま
すので、ご協力の程よろしくお願いいたし
ます。生まれは生野区勝山でそこに、小学
５年生まで住んでいました。当時、特にお
金に困っていたわけではないのですが、新
聞配達のバイトをしていまして給料は月に
１３，０００円でした。小遣いが１日５０
円の時代でしたので母親にバイト代は、貯
金してもらっていました。今では考えられ
ないのですが、時給に換算すると２００円
くらいで、仕事内容も配達だけでなく集金
業務まで行っていました。小学６年生の時
に泉大津の方に引っ越しまして、中学校に
入った時に野球部に入りました。ですが、
その野球部が不良の集まりで、先生もすぐ
に殴ってきましたので、これは野球にはな
らないと思い辞めました。高校は商大堺に
入りまして、野球部に入ろうと思ったので
すが、野球の強豪校過ぎて今から入っても
かなわないということで、サッカー部には
いりました。当時太っていましたので部活
は大変厳しかったです。高校卒業して２０
歳くらいまで、ディスコに行くなどよく遊
びました。
当時は、かに道楽でアルバイトしながらや
りくりしていました。それから稼業の合同
衛生に入社し、最初の２年間は現場に出て
ゴミの回収をしていました。当時は酔っ払
いにからまれるなどトラブルがよくありま
した。その時代にお酒を覚え、どんどん体
重が増えMAX１０６キロにまでなりました。

4月17日(日)三姉妹共同国際奉仕事業(旧WCS)活動としてのオムライス体験教室は、会員皆様のご協
力を頂きまして、無事終えることができました。ご協力に心より感謝いたします。
参加者は、子ども食堂の子どもたち４０名、子ども食堂ボランティア６名、大阪市中央区社会福祉協議会
４名、RAC会員１１名、RC会員等３０名の合計９１名もの多くの方々にご参加頂きました。
改めまして今企画の主旨は、子ども食堂に集う子どもたちへの、２つの「しょく」である「食と職」の提供で
す。超一流の「食事の食」と「手の職」を楽しく実体験することにより、心を込めた食事の美味しさや大切
さ、手作りによる楽しさや好奇心など、子どもに何かの気付きが生まれればと思い北極星さんによるオム
ライス体験教室を企画しました。
当日、「お料理したことある人、手を上げて！」と質問したところ、３名だけでしたが、今回の体験教室で、
小さな子どもを含む殆どの参加者が自らオムライスを調理する事ができ、手づくりの美味しさを実感する
ことができました。
子どもの感想としては、「最初は面倒くさいと思ったけど、最高に楽しかった！」「初めて自分でお料理が
できてうれしい！」「オムライス宇宙一美味しい！」など、喜びの声を沢山いただきました。
今回の奉仕事業が無事に出来ましたのは、まず、密を避けるために、借りることの難しい公園を会場とし
て確保して頂き、コロナ対策など様々な環境を提供いただいた千田元会長に大変お世話になり有難う
ございます。
また、子どもが楽しくケガ無く安全に調理できる様に優しく指導してくれたRAC会員の皆様と、そのRAC
会員が事前に美味しく安全に調理できるように練習会場を提供頂いた西野元会長、本当に有難うござ
います。
そして、今回の主旨にご賛同いただき実演内容を子どもに合わしてアレンジして、デモンストレーション
から材料準備、調理講義まで一手に引き受けて頂きました北橋元会長に心より感謝致します。上手にオ
ムライスを作ることができた小学校低学年生が、キラキラした目で喜んでいた姿は忘れられません。
最後に、設営や受付、食材運搬、子どもの安全管理、器具洗い、調理用の食材小分け、オムライスを食
べれてないスタッフの為に作って頂いた会員の皆様、皆さまの自主的な見えないご尽力のお陰で今回
の奉仕事業が無事行うことが出来ました。心から感謝致します。
大阪難波ロータリークラブ会員皆様の奉仕の精神を実感し感動しました。
文責：三島敏宏

三姉妹共同国際奉仕事業 炊飯器・調理器具・カセットコンロ 贈呈式
（ご参加者）
中央区子どもの居場所連絡会 代表 仲 恵一郎 様

こどものへや しま☆ルーム 代表 仲 憲一 様
大阪市中央区社会福祉協議会 大橋 正希 様
大阪難波RC会長 西原芳博 様
大阪難波RC幹事 中川静夫 様
大阪難波RC会員 北極星産業株式会社代表取締役 北橋茂登志 様
大阪難波RC会員 千田硝子食器株式会社代表取締役 千田忠司 様

北橋シェフに教わる子供達→

お土産の
フライパン、
特製ケチャップ

産経新聞 令和４年４月１９日（火）朝刊

贈呈式 西原会長挨拶

オムライス体験教室 西原会長挨拶

本日はご多忙の中、オムライス体験教室
それに伴う炊飯器、調理器具、カセットコ
ンロの贈呈式にご参加頂きました大阪市
中央区社会福祉協議会様、中央区こども
の居場所連絡会様、子ども食堂しまルー
ム様におかれましてはコロナ禍にも関わ
りませず、日々ご苦労を重ねられ子供達
の幸せと成長の後押しに絶大なるお力を
注がれていることに尊敬の念を抱いて止
みません。
さて、昨年11月皆様の尊い活動に心を打
たれ私たちは、微力ながらクラブの総意と
して理解を示し冷凍庫とお米４５０㎏を贈
呈させていただきました。その後、皆様と
議論を進めるにつれ物資の提供にとどま
らず子供たちの実態に触れ、人道的な奉
仕をすることの大切さを再確認する事とな
りました。そして実現した本日のオムライ
ス体験教室こそが、私どもの真骨頂であ
る職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕を合
わせ持った事業であり、子供たちの幸せ
の一翼を担える事に感謝いたします。つ
きましては、子供たちの輝かしい未来の
為に物資を納めて頂くと共に、皆様方の
益々のご繁栄をお祈り申し上げます。

本日を迎えるにあたり、各団体様には多大なるご協力を賜り、感謝
に堪えません。本日オムライス体験教室に参加してくれました子供
達、よくぞ足を運んでくれました。今、世の中にはジャンクフードや即
席のカップ麺などお腹が空いたときに満たしてくれる食べ物が沢山
あります。美味しくて私も大好きですが、良い事ばかりとは限りませ
ん。私は５２歳ですが、子供の頃はカップ麵などは少なく家が貧乏
だった事もあってお菓子やジュースもあまり口にできず、白いご飯と
野菜、魚中心の夜ご飯が毎日楽しみで楽しみで仕方ありませんでし
た。そのおかげもあってか分かりませんが、背も１８１センチ丈夫な
体に育ちました。おじさんが子供だった頃から４０年くらい経ち、色ん
な食べ物が口にできる世の中にはなりましたが、皆さんが大きくなっ
て世の中で立派に活躍する時、体の弱い人では頑張りたくても頑張
れません。将来立派な大人になるには大切な勉強以外にも、強くて
丈夫な体作りも大切です。それに欠かせないのが食べ物なんです
ね。今日は色んな食事がある中で、米、卵、鶏肉、玉ねぎを使った
栄養価の高いオムライスをはやく簡単に作ってもらいます。しかもオ
ムライス業界では知らない人はいない北極星のオムライスの北橋
社長に一流の味を皆さんにも再現してもらえるようにある意味魔法
をかけてもらって短時間で美味しすぎるオムライス作りを伝授いたし
ます。
もちろん皆さんにとっての一番の料理はお母さんが作った愛情たっ
ぷりの料理だと思いますが、お母さんが病気になったり、忙しくてど
うしても料理が作れないとき、今日覚えたことが役に立って今後の
皆さんの食に対する考えに、きっと良い影響を及ぼすと信じていま
す。今日は一生懸命オムライスを作って楽しい思い出を作りましょう！

