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おめでとうございます
9月26日
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右田竹郎会員

（国際ロータリー会長 ジェニファー E. ジョーンズ ）
２０２２-２０２３年度 国際ロータリーのテーマ
「IMAGINE ROTARY（イマジン・ロータリー） 」

大阪難波ロータリークラブ週報

ガバナー月信９月号に
林会長・福永会長が掲載されています。

（第2660地区ガバナー

宮里唯子 ）

今日の卓話

次回の卓話

ロータリー４つのテスト

９月１日（木）

９月８日（木）

言行はこれに照らしてから

テーマ
「Z世代マーケティングに
よる逆転の競争戦略」
卓話者
井戸 正弘 様
卓話担当者 大地庸元会員
第８回例会

テーマ

１．真実かどうか
２．みんなに公平か

卓話者
卓話担当者

木村 弘之 様

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

♪ 奉 仕 の 理 想
奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永遠に栄えよ 我等のロータリー
ロータリー

本日のプログラム

開 会 （点鐘） 通算第２１５２回例会
・国 歌
「君が代」
・ロータリーソング 「奉仕の理想」
・ソングリーダー
岡本真一郎会員
・来客紹介
友好委員

ニ コ ニ コ 箱 報 告

これからの予定
9月 3日（土）地区ロータリー財団セミナー
9月 4日（日）夏の家族会
9月 8日（木）例会
9月15日（木）例会・クラブ協議会
9月17日（土）地区国際奉仕・社会奉仕合同委員長会議
9月22日（木）例会
9月23日（金）～25日（日）秋のRYLAセミナー
9月27日（火）友好ゴルフコンペ
9月29日（木）例会

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
林 博之会長
松田禎胤幹事
各委員長
出席委員
ＳＡＡ

前 回 の 合 計

￥１０５，０００

本日までの累計

￥６５０，０００(98％達成)

8月末の予算額

￥６６０，０００

出
前回
会

員

８月２５日
総

会

告
３週前 ７月２８日

数 ６ １ 名

出 席 会 員 数

閉

席 報

４ ３ 名

（点鐘）

出席免除を除く
ＭＵを含む

修正出席率69.09％
出

席

率 ７ ７ ％

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：林 博之
幹事：松田禎胤
会報・雑誌委員長：川井宗次
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

★卓話

前回の記録

第７回

★来客紹介：ありません。

★会長報告：林会長
1.「地蔵盆」この行事についてご説明をし
たいと思います。基本的に地蔵盆は、8月
23日・24日の地蔵菩薩の縁日を中心に行
われます。現在では、この日の前後の土
日に行われる事が多いようです。地蔵盆
は京都生まれで、近畿地方の行事として
古くから行われてきました。また、北陸
地方や新潟、信州では長野市周辺で盛ん
に行われていますが、東海や関東にはほ
とんどないそうです。
地蔵盆の主役は、子どもたちです。地蔵
盆の発祥地・京都では、町内ごとに地蔵
尊の前に屋台を組んで花や餅などをお供
えし、お菓子を食べながらゲームなどの
遊びや、福引きなどを行います。
地蔵盆は、子どもの守り神として古くか
ら信仰されていましたが、
なぜ関東地域に定着しなかったのか？そ
れは、地蔵信仰の歴史の違いによるよう
です。京都では室町時代に地蔵盆が大流
行しましたが、東京では江戸時代になっ
て、やっとお地蔵さんがつくられたそう
で、その上、江戸にはお稲荷さん信仰が
盛んだった為、お稲荷さんの信仰が種と
されています。
★幹事報告：松田幹事
1.来週９月１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.第20回ロータリー全国囲碁大会のご案内
です。11月5日（土）10時より、東京市ヶ
谷の日本棋院本院で開催されます。申込
をされる方は幹事までお知らせ下さい。
10月28日締め切りとなっておりますが、
大会中止もお含みおきくださいとの事で
す。
3.岡本会員から出席免除の申請がございま
したのでご報告申し上げます。

８月２５日（木）
★委員会報告
◇青少年奉仕/大阪難波RAC委員会：石川委員長
本日19:30より大阪難波ＲＡＣの８月度第２
回例会が開催されます。ご都合のつく方
は、是非ご出席下さい。
◇友好委員会：中川博之委員長
9月4日開催させていただきます夏の家族会
ですが、本日申込締め切りとなります。
★ニコニコ箱報告：三島会員
林 博之：今夜、大阪難波ＲＡＣ例会があ
ります。よろしくお願いします。
松田禎胤：学校も今日から二学期が始まり
ました。しばらく暑さも続きま
すが、皆様体調にはお気を付け
ください。
大地庸元：誕生日、自祝。
北田好文：入会記念日として（３２年目で
す）
千田忠司：入会記念日、自祝。
白野陽一：入会記念日、自祝。
白野陽一：本日、内容の無い、卓話担当で
す。
伊藤 仁：妻の誕生日にきれいなお花をい
ただきました。ありがとうござ
います。
川口栄計：暑中お見舞い申し上げます。
松浦孝尚：家内の誕生日に、すてきなお花
ありがとうございます。
中川静夫：例会欠席お詫び。
立花英司：例会欠席お詫び。
森田 納：例会欠席お詫び。
早栗義文：まだまだ暑いですが、仕事頑張
りましょう！！
日髙雅哉：妻の誕生日に素敵な花束を頂き
まして、ありがとうございまし
た。
田啓介：例会欠席お詫び。
岡野邦男：例会欠席お詫び。
吉田 智：コロナでお休み、すみませんで
した。
飛田了介：妻の誕生日祝、素敵なお花、有
難うございました。例会欠席お
詫び。

テーマ「２０年を振り返って」
卓話者
白野陽一会員

平成14年8月1日に入会し、20年経ちました。
同期入会には公認会計士の渡邊さんと、今は
上場したエレコムの葉田さんがおられました
が、当クラブの為に残って欲しいと諸先輩方
が願っていた二人が退会し、何故か私だけが
今も残っております。
新しい会員が大勢いますので少し自己紹介を
させていただきます。
大分県臼杵市で生まれ、小学校時代を過ごし
ました。50年間、年数回は帰っております。
最近は孫達も田舎へ行くのを楽しみにしてお
り、お盆を一週間田舎で過ごして来ました。
上宮高校から関西大学へ行き、そのまま入社
し現代に至っております。
仕事は田舎暮らしという事で農家や旧家をリ
フォームし、主に定年前後の方々に斡旋して
います。30回以上はTVに出演したと思いま
す。地方の不動産でお困りの方は是非ご相談
下さい。
入会のきっかけは、今は亡くなりましたが大
学の先輩であった仲川裕之会員から、木曜日
の午前中昼御飯一緒に食べようと連絡があ
り、当ホテルに来てみると難波RCの例会でし
た。その場で有無を言わさず入会申込書を渡
された次第です。入会時ロータリークラブの
事はその内分かるから毎週木曜日には必ず出
席する様にしなさいと言われました。
当然入会後は友好委員会に入りましたが、当
時は若手の人材不足で友好委員会の行事や奉
仕活動の後の段取り等に必ず駆り出され、
あっという間に2～3年過ぎた様に記憶してい
ます。

その後も入会者が少なく、色々な役を担当さ
せて頂き、今でも分からない事が多くありま
すが、少しずつロータリーの事も理解出来て
きたのかなぁと思います。
諸先輩方には大変お世話になりました。飲食
や三姉妹の韓国、台湾訪問はもちろん他の
国々や国内旅行にもお誘い頂き、色々な経験
をさせて頂きました。本当に感謝しておりま
す。
ロータリーの思い出としては、やはり東日本
大震災後のボランティア活動です。私は先発
隊の団長として、側溝にたまった泥を取り除
く作業を引率した関西大学の学生と一緒に汗
を流しやり終えた事です。
「ご自由にお取り下さい」と現地の農家の方
が用意してくれた原っぱに置かれた樽の中に
ある井戸水で冷やされたトマトときゅうりを
頂きました。その甘さたるや今迄の人生で経
験した事の無いおい
しさでした。一生忘
れる事は無いでしょ
う。

【大阪難波ＲＡＣ ８月度第二例会】
８月２５日（木）、大阪難波ＲＡＣの８月度第二例
会が行われました。林海晟広報担当が、海洋汚染の
問題のお話しをしました。

本日の卓話者
井戸

正弘 氏

1980年 松下電工入社
2012年 パナソニック電工株式会社 副社長
パナソニック株式会社と合併後
2014年 パナソニック株式会社 役員
東京オリンピック・パラリンピック推進本部 本部長
ビジネスソリューション本部 本部長
統合型リゾート(IR)事業推進本部 本部長
上記３本部 本部長を７年間担当
2021年 退任
現在
パナソニック株式会社 客員

