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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

１月２６日（木） 

テーマ  職業奉仕月間卓話  
 「自己の職業的手腕を 
   活かす奉仕も職業奉仕」 
卓話者

戸田 佳孝 様 
  

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

２月２日（木） 

テーマ   

     「自己紹介」 

卓話者 平野浩希会員 

     山川正時会員 

 
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：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 

（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） 」 

（第2660地区ガバナー 宮里唯子 ） 

 ２０２３．１．２６  №２１７０ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計      ￥７５，０００ 

本日までの累計  ￥２，５８６，０００(110％達成) 

 1月末の予算額  ￥２，３３０，０００ 

出 席 報 告 

前回 １月１９日 ３週前 １２月１５日 

会 員 総 数 ６ ５ 名 
出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 7 6 . 6 6％ 

出 席 会 員 数 ４ ３ 名 

出 席 率 ７ １ ％ 

第２６回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１７０回例会 

・ロータリーソング 「四つのテスト」 

・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     林 博之会長 

・幹事報告     松田禎胤幹事 

・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） 

 

これからの予定 

1月28日（土）地区補助金管理セミナー     2月 2日（木）例会・定例理事会 

2月 9日（木）例会           2月16日（木）例会 

2月16日（木）大阪大淀ＲＣ50周年記念式典  

2月18日（土）2023-24のための地区チーム研修セミナー  

2月23日（木・祝）休会       

2月23日（木・祝）八尾東RC５０周年記念式典 

2月25日（土）ＩＭ第４組ロータリーデー・フレッシュロータリアン研修交流会  

 ♪ 四 つ の テ ス ト 

  真実かどうか 

  みんなに公平か 

  好意と友情を深めるか 

  みんなのためになるかどうか 

１月 入会記念日 おめでとうございます 
 

   1月9日 宮本倫明会員 令和2年   1月31日 中川博之会員 平成31年   

本日の卓話者 

戸田 佳孝氏 

戸田整形外科リウマチ科クリニック院長。医学博士。  

1960年大阪生まれ。 

1986年関西医科大学卒業。 

1991年に英国王立整形外科病院へ留学し、 

1992年関西医科大学整形外科 大学院を修了、医学博士号を取得。 

1997年には招聘研究員として米国タフツ大学に留学した。  

1998年大阪府吹田市に貴晶会戸田リウマチ科クリニックを開院。 

   開院後も手術をせずに変形性ひざ関節症を治す方法（保存的療法）を研究し続けている。 

2004年足底板の研究で日本整形外科学会奨励賞、 

2020年には日本臨床整形外科学会学術奨励賞を受賞。テレビ出演も多くフジテレビ系列の  

『ホンマでっか!?ＴＶ』に32回出演した。著書では2012年にKADOKAWAから出版した

『9割のひざの痛みは自分で治せる』が累積18万部販売された。 

2022年には週刊文春に１年間で７回記事を掲載した。 

ロータリ歴は 

2014年大阪中之島ロータリークラブ入会。 

2022-23度度地区職業奉仕副委員長。 

2023-24年度中之島ロータリークラブ会長。 

2月25日（土） 

ＩＭ第４組ロータリーデー・ 

フレッシュロータリアン研修交流会 

ご参加よろしくお願いします。 



★来客紹介：吉田智友好委員 
 
  帝塚山ＲＣ 
   塩中一成様 
   
 
 
 
★会長報告：林会長 
 1月14日（土）は大阪拘置所へ、谷口先生と
和太鼓部のメンバーにて慰問に行って参りま
した。新型コロナの影響で3年ぶりの慰問と
なりました。 

 大阪拘置所へ慰問に行った事のない方々の方
が多いと思いますので、どのような様子か？
ご説明したいと思います。今回はコロナの影
響で人数制限があり7名までとなりました。
当日行く方の指名、車の車種、ナンバープ
レートの登録をします。当日は入口ゲートに
て名前、車両のチェックを受けて入場しま
す。建屋内に入ると検温、マスク、フェイス
シールドを着用。携帯電話の持ち込みが禁止
な為、ロッカーに携帯電話を預けます。今回
の出演者は、西川きよし師匠、太平サブロー
さんでした。拘置所内はトイレに行くのも警
官が付いてきます。拘置所内の様子を担当警
官にお聞きしました。大阪拘置所には、現在
1,000名くらい収容されているそうです。そ
してこの演芸を見れる人は約100名くらい。
この100名はどうして選ばれているのです
か？と尋ねると、この100名は受刑者です。
との回答でした。つまり刑務所から出向で拘
置所の仕事をしている方々だそうです。会場
内はピーンとした緊張感のある空気の中、ま
ず西川きよし師匠が一人漫談を約30分ほど話
され、笑う空気でもない中、流石のしゃべく
りだなと感心しました。その後、太平サブ
ローさんが漫談とギターを持って弾き語りを
しました。最後に大阪難波ロータリークラブ
和太鼓部の演奏をさせて頂き、間違えること
もなく中々の演奏が出来たと思っています。 

 アフターコロナで世の中も戻り、この後、和
太鼓演奏で沢山の奉仕活動が出来ればと思っ
ています。 

 
★幹事報告：松田幹事 
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。 

2.2月25日開催させていただきますＩＭ第4組
ロータリーデーの出欠の締め切りが本日と
なっておりますので、まだ提出しておられな
い方は事務局までご提出お願いいたします。 

3.来週26日例会終了後に行います職業奉仕
フォーラムの出欠締切が本日となりますの
で、未提出の方はよろしくお願いいたしま
す。 

4.緑の手帳 会員名簿を更新させていただきま
すので、原稿を入れさせていただいておりま
す。変更のある方はご訂正の上ご提出くださ
い。写真を変更、また現在写真が掲載されて
いない方は事務局へご提出お願いいたしま
す。 

5.ロータリーレート変更のお知らせです。 
 １月のロータリーレートは1ドル＝１３２円
となっております。 

 
★委員会報告 
◇ロータリーデー実行委員会：川口委員長 
2月25日スイスホテルに於いて大阪難波RCがホ
ストによるロータリーデーの出席の締め切りが
本日となります。現在31名の出席を賜っており
ますが、まだ出欠の返答をお出ししておられな
い方は本日中にご回答お願い致します。11年ぶ
りの大阪難波RCホストのロータリーデーですの
で、是非ご出席の程お願いします。またＩＭ第
４組各クラブの締め切りは今月末です。参加人
数確定しましたら、またお知らせいたします。 
  
★ニコニコ箱報告：日髙副ＳＡＡ 
林 博之：大阪拘置所へ和太鼓演奏を行ってき

ました。お疲れ様でした。職業奉仕
セミナー中井会長、素晴らしいご講
演ありがとうございました。 

松田禎胤：中井会員、昨日の講演お疲れ様でご
ざいました。 

荻原 奨：昨日、難波地区連合長会新年会で、
徐さん司会の福引で特賞の自転車い
ただきました。 

森田 納：本日卓話よろしくお願いいたしま
す。 

右田竹郎：2023年初出席となります。本年もど
うぞよろしくお願いいたします。 

三島敏宏：中井会員、昨日のオンライン職業奉
仕セミナー、勉強させていただきま
した。有難うございます。 

中井政嗣：ロータリー職業奉仕セミナーお世話
になりました。 

  前回の記録  第２５回 １月１９日（木） 

日髙雅哉：先日、大阪拘置所へ慰問に行って
まいりました。 

平野浩希：遠藤会員、米澤会員、オールドレ
ンズ写真展の開催おめでとうござ
います。 

 
★大阪難波ＲＡＣへのニコニコ箱報告 
山田誠一：ローターアクトを楽しんでくださ

い。 
徐 正萊：ＲＡＣガンバッテネ！ 

累計￥２９１，０００ 
 

★卓話   テーマ 「自己紹介」 
      卓話者 森田 納 会員 
1963年12月生まれで、今年の12月で60歳にな
ります。出身は大阪府堺市で、現在も堺市に
住んでいます。両親が敬虔なクリスチャンで
す。 3歳くらいから教会学校で聖書の勉強
をしていました。毎週日曜日の朝9時から親
に連れられて教会に行っていました。中学2
年生の時にタバコを吸っているのを牧師先生
に見つかってしまい、教会を破門になりまし
た。小学校は新金岡小学校、中学は金岡中学
校に通っていました。金岡中学校は日本で1
番生徒数が多い学校で全校生徒は3500人以上
いました。卓球部に入ったものの、140人以
上いたので全然ラケットを持たせてもらえ
ず、夏休み前に辞めてしまいました。勉強は
両親が学校の先生だったので無理やりさせら
れ、クラスでもトップクラスでした。しか
し、三国ヶ丘高校を受けると見事に落ちてし
まいました。そして、桃山学院高校に行った
ことが私の努力をしないで生きる人生の始ま
りでした。桃山学院高校は本当に自由な学校

でした。小学校6年生から近所の道場で柔道
をやっていたので高校では柔道部に入りまし
た。7年間柔道をやってきて身についたのは
少し腕相撲が強くなったくらいでした。勉強
の方は努力しないでだらだらと高校生活を
送ってきた為、関大、同志社等は全て不合
格、なんとか龍谷大学経済学部に行くことが
できました。龍谷大学では落語研究会に入部
しました。入る前はおちゃらけのクラブだと
思っていたのですが、全然違いました。朝は
8時から授業後は19時まで練習をしました。
また、落語研究会は上下関係が厳しかったの
ですが、ご飯とお酒は先輩が絶対におごると
いう決まりがありました。なので、1年同士
だけで飲みに行かない限り飲み代はいりませ
んでした。後輩におごる為に夏休みや冬休み
はおもいっきりバイトをしてお金を貯めると
いう学生生活でした。部室では4回生などの
先輩と話してはいけないのですが、飲んでい
る時は話してもいいので、色々な昔の落語研
究会の話を聞かせてくれます。 
龍谷大学に亭派は6亭派あります。入部をす
ると2回生の人が名前をつけてくれます。名
前に必ずいれないといけない漢字がありま
す。龍谷大学の大亭でいうと「酔・流・穴・
都・小」の5文字のうちどれかを名前にいれ
なければいけません。枝
でいう、米朝門下は雀や
米、文など林家でいう
「染」の字みたいなもの
です。 
 
     

  １月は「職業奉仕月間」です 

１月１９日（木）、ニューミュンヘン南大使館において大阪難波ＲＣフレッシュロータ
リアン研修懇親会が行われました。２月２５日（水）に行われます、当クラブがホスト
を務めるＩＭ第４組のロータリーデー行事の後に予定されている、地区全体のフレッ
シュロータリアン研修交流会に先立って開催されたもので、多くの先輩会員にも参加い
ただき２４名での開催となりました。冒頭、クラブ研修委員長の福田会長エレクトから
お話があり、ロータリーと他の奉仕団体との相違点や共通点、今ロータリーが向かって
いる方向や職業奉仕などについて学ぶ機会となりました。その後懇親会となり、それぞ
れのテーブルにフレッシュロータリアンと先輩会員とが混ざり合って、いろいろな話題
について懇親を深めました。                                    文責 宮本 倫明 


