
２月２日（木）、ニューミュンヘン南大使館において野球同好会のミーティング及び
決起会を行いました。今年度ガバナー杯は、下記日程において大阪難波ロータ
リークラブの試合がございます。新たに１０名もの方が新戦力として加わって頂き、
非常に嬉しく、また心強く思います。久しぶりの野球ですので、ケガの無いように
注意したいと思います。 
大会までの日程は、 
２月１１日（土・祝）ＰＭ１～５時 練習（場所：二色の浜公園軟式野球場） 
２月１２日（日）ＰＭ５～７時 練習試合（VS大阪城北ＲＣ 場所：甲子園浜野球場） 
２月１９日（日）ＰＭ５～７時 練習試合（VS大阪城北ＲＣ 場所：甲子園浜野球場） 
 です。皆さまよろしくお願い致します。 
 
第３２回ガバナー杯 大阪難波ＲＣ日程 
３月１１日（土）ＡＭ１１：００～ VS大阪城北ＲＣ 
３月１８日（土）ＡＭ１１：００～ VS大阪西ＲＣ 
３月２５日（土）ＡＭ０９：００～ VS八尾東ＲＣ 
（場所は全て、万博記念公園スポーツ広場） 
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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

２月９日（木） 
テーマ  

卓話者
田上和彦氏  

卓話担当者  千田忠司会員 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

２月１６日（木） 

テーマ  「ピアノ演奏会」 

    

卓話者 大渕雅子氏  

卓話担当者 遠藤友一郎会員 

 
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 ） 

  ２０２３．２．９  №２１７２ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計      ￥７０，０００ 

本日までの累計  ￥２，７１７，０００(102％達成) 

 2月末の予算額  ￥２，６６０，０００ 

出 席 報 告 

前回 ２月２日 ３週前 １月１２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 4 . 5 7％ 

出 席 会 員 数 ４ ４ 名 

出 席 率 ７ ３ ％ 

第２８回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１７２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 

 

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 
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 
3月 2日（木）例会・臨時総会・定例理事会   
3月 4日（土）会長エレクト研修セミナー(PETS） 
3月 9日（木）例会 

 ♪ 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． 

２月 会員夫人誕生日 おめでとうございます 
 

2月18日 鉃﨑 薫会員夫人 由紀子様   2月20日 西原芳博会員夫人 綾子様     

2月24日 藤原秀之会員夫人 愛美様    2月29日 川口栄計会員夫人 千景様 

２月度定例理事会議事録 
1.IM第4組ロータリーデーについて、出席人数は約200名を予定しており、パネルディス
カッションでは5名のパネラーが決定した。IM第2組のロータリーデーとフレッシュ
ロータリアン研修交流会に下見の為、参加する予定であることが報告された。 

2.三姉妹親善訪問につき、年間スケジュールで4月13日を休会日と予定していたが、4月
20日を休会日とすることが承認された。 

3.3月12日花園ラグビー場にて開催されるロータリー・ラグビーフレンドシップマッチ
協賛について、東大阪RCより協賛のお願いがあり、2万円協賛することが承認された。 

4.友好行事について、大阪城リレーマラソンは開催が未定であることが報告された。中
止の場合はボーリング大会を行なう事が承認された。また、今後の予定として、友好
ゴルフ5月16日、打ち上げ家族旅行6月10日～11日予定していることが報告された。 

5.献血について、3月6日(月)～3月19日(日)の期間、まいどなんば献血ルームで行い、
クオカードを粗品とすることが報告された。 

6.上半期収支報告があり、承認された。 



★来客紹介：長崎友好委員 
  
  千田会員ゲスト   緒方真悟様 
  中川博之会員ゲスト 権 純彦様      
 
 
 
 
 
 
 
★会長報告：林会長 
1月26日（木）は職業奉仕委員会クラブフォーラム
という事で、久しぶりのフォーラム開催となりま
した。荒山職業奉仕委員長に段取りをして頂き、
大阪府和泉市に在る「大和食品（株）」に総勢23
名で工場見学に行かせて頂きました。工場内で
は、食肉加工、製造、販売など普段では見ること
の出来ない場所まで見学をさせて頂きました。ま
た帰りには、荒山委員長より、オリジナル和牛
ローストビーフのお土産まで頂戴いたしまして、
大変お世話になりました。誠にありがとうござい
ました。 
この3年間、フォーラム開催が出来なかったので、
認識が少し薄れているのでは？という事で付け加
えますが、この職業奉仕を含め、クラブ奉仕、社
会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕を五大奉仕と言い
ます。どれもロータリーでは大変大事な行事です
ので、アフターコロナからは皆さんのご参加をよ
ろしくお願い致します。 
また各委員会のフォーラム、ロータリーデー、地
区大会、全てに皆出席されますと、「ミスターバ
ズセッション」という出席表彰が頂戴できます。
他にホームクラブ皆出席されますと「ミスターナ
ンバRC」メーキャップを含む例会を全て出席され
ますと「皆出席表彰」という表彰があります。 
今後、行事も開催されて行きますので、忙しいと
は思いますが、多数のご出席をよろしくお願い致
します。 
 
★幹事報告：松田幹事 
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.ロータリー財団と米山奨学会からの寄付の領収
書をお送りさせていただきます。確定申告にご
利用ください。  

 

★委員会報告：ありません。 
  
★ニコニコ箱報告：森田副ＳＡＡ 
林 博之：先週は、職業奉仕クラブフォーラム、

荒山委員長大変お世話になりました。
ありがとうございました。 

松田禎胤：先週の職業奉仕フォーラム、荒山委員
長大変お世話になりました。 

荻原 奨：誕生日、自祝。 
伴井敬司：誕生日、自祝。70歳になりました。 
久保幸一：先週の職業奉仕フォーラム、荒山委員

長はじめ皆様、ありがとうございまし
た。 

川口栄計：職業奉仕フォーラム、荒山委員長お疲
れ様でした。 

松浦孝尚：例会欠席お詫び。 
中川静夫：久しぶりの職業奉仕フォーラムで荒山

委員長、大変お世話になりました。
ローストビーフのお土産美味しかった
です。ありがとうございました。 

米澤 勉：例会欠席お詫び。 
森田 納：ローストビーフおいしかったぁ。 
清水一人：職業奉仕クラブフォーラム荒山委員長

ありがとうございました。ロースト
ビーフ美味しかったです。 

早栗義文：心嬉しいこと！！ 
中井政嗣：合同新年会ご協力、有難うございまし

た。 
山川正時：本日、卓話よろしくお願いします。 
 
★大阪難波ＲＡＣへのニコニコ箱報告 
北田好文：RACの皆様、今期も盛り上げて行きま

しょう。 
川口栄計：会員増強がんばって下さい。 

累計￥３０１，０００ 
 

★卓話      テーマ  「自己紹介」 
         卓話者   山川正時会員            
山川正時と申します。現在42歳です。「正時」と
いう言葉を調べたのですが、僕の人生の中で1人も
名前が被ったことはないです。よく戦国武将の名
前みたいだなと言われます。血液型はＡ型で、大
阪出身です。家族構成は妻と娘が2人います。趣味
はゴルフです。コロナ禍、コミュニケーションが
減った中でコミュニケーションを取る手法として
ゴルフは有効なんだなという事で真剣に始めまし
た。大学時代からイベントを企画して作り込むと

  前回の記録  第２７回 ２月２日（木） 

いうクリエイティブの部分に興味があり、それが
今の仕事にも活きているのかなと思います。 
小さい頃からのお話になりますが、家族構成は両
親と姉1人と私です。少年野球やサッカー、テニ
スなどスポーツにすごく興味を持つ子でした。ス
ポーツを通じで仲間を作るという事を小さい頃に
学んだ気がします。中学ではバスケットボールを
3年間し、高校は近畿大学附属高等学校に行き、
たまたま理数科に入れました。高校生活クラブに
も入らなかったのですが、その中でバンド活動
だったり、テニスの活動など、スポーツと何かを
作り上げる、集まってやるということを学生時代
やってきました。大学は龍谷大学に行きました。
4年間、文化祭を作る実行委員会をしました。準
備に1年間かけて、11月の文化祭をし、打ち上げ
をするという事を自分の喜びに感じ、4年間注力
する事ができたなと、そこが今の仕事に繋がって
いるのかなと思いました。大学を卒業して就職を
するという選択肢だったのですが、自分の中で国
際交流にすごく興味を持ち、留学などを重ねる事
で世界に出て仕事をしたいなと思いました。 
大学卒業の時にちょうどイラク戦争が始まったの
ですが、戦争真っ只中で、アメリカに留学すると
いう選択をしました。これは自分の中で大きな人
生の決断で、当時、家族や親戚にも反対されまし
た。帰国後はユニバーサルスタジオジャパンでア
ルバイトをスタートしたのですが、その理由も自
分が学んだ英語を使えるからです。しかし、英語
を使う機会もなく、次にアウトバックというス
テーキハウスでアルバイトをしました。ここには
たくさん外国人方が来られ、自分が学んだ英語が
活かせた事がすごくいい経験でした。一旦デザイ
ン会社に就職するのですが、ブラック企業で、こ

れは無理だなと思い、当時のアルバイト先の店長
から社員に誘われてアウトバックの社員になりま
した。ここで今の奥さんと出会いました。2008年
に結婚したのですが娘の出産を機にアウトバック
の東京のマネージャーになるか、実家を継ぐかと
いう選択肢があったのですが、父が当時社長だっ
た、広告代理店の実家を継ぐ事に決意し、戻りま
した。そこからずっと広告代理店の仕事をしてい
たのですが、2015年大阪青年会議所という所に入
り、6年間一生懸命、社会に貢献できるような活
動をしました。2019年4月に東邦宣伝株式会社の
代表を引継ぎ、その翌年からコロナになりまし
た。今年の12月で70年を迎えるのですが、地域の
方々に支えられて70年間こつこつ実績を伸ばしな
がらやってきました。元々スタートは看板屋さん
だったのですが、そこから地下鉄や地下街の広告
もやるようになり、扱う商品を増やしてきまし
た。最近では看板がネットの時代になり、契約さ
れる方が少なくなってきました。インターネット
広告やタレントキャスティング、不動産賃貸業な
ど私の代になってから色んな商品を扱い出しまし
た。私の趣味みたいなものでもあるのですが、何
か社会に対して自分に得たものを還元していく事
が、自分の生きがいだと思って
います。これからは社会貢献活
動を通じて社
会に携わって
いきたい思い
ます。 

 ２月は「平和構築と紛争予防月間」です 

本日の卓話者 

 田上 和彦 氏 
日本政策金融公庫 南近畿地区統轄 

昭和３９年９月２０日生まれ 大阪府出身 

神戸大学経営学部卒業（昭和６３年３月卒） 

 
昭和６３年４月 国民金融公庫（現日本政策金融公庫）入庫（神戸支店配属） 
平成１７年７月 大阪南支店 融資第一課長 
平成１９年４月 国民生活事業本部 創業支援部 創業支援グループリーダー 
平成２１年４月 国民生活事業本部 九州地区総括室長（福岡支店駐在） 
平成２４年４月 舞鶴支店長 兼 国民生活事業統轄 
平成２６年４月 岡山支店 国民生活事業統轄 
平成２９年４月 大阪南支店 兼 国民生活事業統轄 
平成３１年４月 国民生活事業本部 創業支援部長 
令和 ３年４月 国民生活事業本部 営業推進部長 
令和 ４年６月 国民生活事業本部 南近畿地区統轄（大阪支店駐在） 

緒方真悟様  権 純彦様 

今
月
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生
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大阪難波ローターアクトクラブは、2023年2月4日 第2回地区献血に参加いたしました。 
大阪難波ロータリークラブの皆様、いつもお世話になっております。 
第2660地区ローターアクトクラブでは過去約30年間にわたり、地区行事とし献血の啓
発活動を継続しております。 
日本赤十字社様のご協力のもと、大阪府5地点にて献血者数が減少傾向にある夏と冬の
年2回、地区献血を実施しております。 
大阪難波ローターアクトクラブの担当は、梅田HEP前でした。 
受付77名・採血71名の方にご協力いただきました。 
今回は、大阪難波ロータリークラブ様から、会長エレクト福田忠様に参加いただきま
した。献血呼び掛け活動をお手伝いいただきました。 
いつもご支援を賜り、誠にありがとうございます。 
今後とも大阪難波ローターアクトクラブを宜しくお願い申し上げます。     
                         2022-2023年度 広報 林 海晟 

秋田祐作会員が、2023年2月1日（水）守口ロータリークラブにて、卓話をされました。 

テーマ「ハンディキャップの方専門 ブライダルどこでも誰でも ウェディング」 

 

応援に行かれた岡本会員、日髙会員 

卓話：秋田会員 

  梅田ＨＥＰ前にて。       RACの皆様、福田会長エレクトお疲れ様でした♪ 


