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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 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

３月２日（木） 

テーマ 

  「中小企業における 

     事業承継の意義」 

卓話者 日髙雅哉会員 

 
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 ） 

  ２０２３．２．１６  №２１７３ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計      ￥６５，０００ 

本日までの累計  ￥２，７８２，０００(104％達成) 

 2月末の予算額  ￥２，６６０，０００ 

出 席 報 告 

前回 ２月９日 ３週前 １月１９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 3 . 3 3％ 

出 席 会 員 数 ４ ３ 名 

出 席 率 ７ ０ ％ 

第２９回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１７３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 

 

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 6日（月）～19日（日）献血  3月 9日（木）例会   3月16日（木）例会 

  ♪ それでこそロータリー 

 どこで会っても やあと言おうよ  

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  

２月１１日（土・祝）二色の浜公園軟式野球場で今期初練習を行いました。実にボールに触れるのもバットを握る
のも３年４ヶ月ぶり。そして翌日の２月１２日（日）に、大阪城北ＲＣ様と甲子園浜野球場において練習試合を行
いました。結果は… まあまあ、まだ始まったばかりです！ 
試合には負けてしまいましたが、初めてご参加頂いた方も交えて、久しぶりに楽しく野球を出来た２日間でし
た。お越し頂いたメンバーの方、ありがとうございました。筋肉痛大丈夫ですか？？ 
次の１９日の日曜日も大阪城北ＲＣ様と練習試合です。（ＰＭ５～７時 場所：甲子園浜野球場） 
大阪難波ＲＣの皆さま、何卒応援よろしくお願い致します。  文責：福田 忠 

2/11(土・祝)二色の浜公園軟式野球場で今期初練習            2/12（日）に、大阪城北ＲＣ様と甲子園浜野球場にて練習試合 

２月 結婚記念日 おめでとうございます 
 

     2月 2日 松井 潤会員ご夫妻    2月 3日 山田誠一会員ご夫妻      

    2月 5日 千田忠司会員ご夫妻    2月 8日 岡本真一郎会員ご夫妻    

    2月14日 飛田了介会員ご夫妻    2月19日 本間一成会員ご夫妻      

２月 入会記念日 おめでとうございます 
 

   2月14日 山田誠一会員 平成3年   2月18日 右田竹郎会員 平成28年 

持ち回り理事会議事録(2023.2.9） 

1.  大阪大淀ロータリークラブ５０周年記念式典でのお祝い金として４万円（林会長・伴井ガバ

ナー補佐出席）八尾東ロータリークラブ５０周年記念式典のお祝い金として６万円（林会

長・松田幹事・伴井ガバナー補佐出席）を本会計から拠出することが承認された。 



★来客紹介：川浦友好委員 
  ゲストスピーカー 田上和彦様 
  大阪城南ＲＣ   勝島寿男様 
  林会長ゲスト   河井美由紀様 
           上江ひとみ様 
  福田会員ゲスト  前田文恵様 

★会長報告：林会長 

SDGS目標10「人や国の不平等をなくそう」について

解説いたします。これは「世界中の国々が国内及び

国同士の不平等を是正しましょう」という目標で

す。人に平等とは、年齢や性別、宗教、人種、障が

い、経済などさまざまありますが、その全てにおい

て不平等をなくしましょうということです。背景と

しては、日本でも性別や人種など、さまざまな理由

で所得格差や教育の格差が起きていて、貧富の差が

拡大している状況です。例えばインドなどではIT関

連の労働者は高所得を得られる一方で、教育を受け

ることがままならない人や、文字の読み書きもでき

ない方々は、質の高い仕事に就けずに低所得で格差

が広がっているというのが現状です。また国と国で

の不平等でいうと、貿易において先進国が発展途上

国に対し、不当な価格で取引をしている場合があ

り、世界では大きな所得格差が起きており、世界の

大富豪と言われる人はわずか1％ですが、この1％の

方々が世界の総所得の3分の1を占めているといわれ

ています。  

こうして豊かな生活を送る人がいる一方で1日2ドル

以下（200円程度）の貧困生活を強いられている人達

が、世界で約7億人以上居ると言われています。世界

人口の約10％の人が今、貧困状態に陥っていると言

われています。その中で私たちに何ができるのか？

日本でいうと女性の社会進出や男女での所得格差を

埋めることはもちろん、ロータリーでは、障害者支

援や貧困層に対する支援を行っているので、ここが

SDGSとロータリーが繋がっているところです。また

フェアトレードの商品を買うことによって発展途上

国に対して少しでもお金が行き渡るような行動して

みるというも大事だと思います。意識をして行動を

して頂ければ幸いです。 

 

 

★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。議事録の

中にございますが、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

ましたが、４月２０日を休会日とする事となりま

したので、お願い致します。 

2.３月２日例会終了後、臨時総会を開催させていた

だきますので、少しお残りください。又その後、

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。 

3.第２１回ロータリー全国囲碁大会のお知らせで

す。５月２０日（土）に、東京・市ヶ谷の日本棋

院本院で開かれます。参加される方は詳細をお伝

えさせていただきますので、幹事までお知らせ下

さい。申し込み締切は５月１２日（金）です。 

4.熊平製作所より、抜粋のつづりをいただいており

ます。受付においておりますので、ご希望の方は

お持ち帰りください。 

5.ロータリーレート変更のお知らせです。２月の

ロータリーレートは、１ドル＝１３０円となって

おります。 

6.来週２月１６日の例会は８Fで行います。  

 

★委員会報告 

 ◇クラブ会報・雑誌委員会：川井委員長 

縦P23 END POLIO NOW  なんば駅前広場 

・11月12～13日、「道頓堀リバーフェス

ティバル2022」に出展し、なんば駅前広場

でポリオ根絶活動のための街頭

募金活動を行った 

 

縦P13 卓話の和泉                         

骨髄バンクのドナー候補者になったら。 

・骨髄バンクに登録し患者と白血球の型が一致する

と、日本骨髄バンクから連絡がくる 

・白血球の型が一致するのは、兄弟姉妹の間では

25％、非血縁者間では、数百～数万分の一の確率 

・ドナーが提供するのは、骨髄と末梢血幹細胞の２

種類 

・自治体によってはドナーとなった人への助成金制

度がある 

・骨髄バンクに登録している患者数は約7000人、ド

ナー登録者数は54万人を超え、患者の約8割が適合者

を見つけることができる 

・ドナー候補者に選ばれても会社を休めなかった

り、家族の理解を得られない、休業補償をしてもら

えないなどの理由から辞退となるケースは多い 

  前回の記録  第２８回 ２月９日（木） 

横P30 ちょっと細菌、発酵食品              

・「菌」とは細菌やカビ、酵母などの微生物のこと

をいい、これらが食材に作用して発酵することに

よってできた加工食品が発酵食品である。 

・パンを作る時に発酵させるイースト菌とは、酵母

の一種で、酵母は糖を分解して、アルコールと二酸

化炭素を生み出す微生物である。 

・菌を使って作る食品には、ヨーグルトやビール、

チーズ、かつお節などがある。 

・日本人に欠かせないかつお節はカビが大事な役割

を果たしている。 

 

◇ロータリーデー実行委員会：川口委員長 

2月16日(木)18時よりニューミュンヘン南大使館に

て、ロータリーデーの最終打ち合わせを行いますの

で、ご出席よろしくお願い致します。 

 

★ニコニコ箱報告：宮本副ＳＡＡ 

林 博之：今週末から野球の練習が始まります。皆

様お怪我せんように。 

松田禎胤：本日は多数のお客様にお越しいただきあ

りがとうございます。 

遠藤友一郎：次の例会(16日)は私の卓話です。現

在、関西フィルとの客演などで活躍して

いる大渕雅子様のピアノ演奏会をしま

す。九州など遠方からもかなりお客様が

来られますので、宜しくお願いします。 

千田忠司：本日卓話担当で、日本政策金融公庫南近

畿地区統轄田上様をお迎えして卓話をし

て頂きます。よろしくお願い致します。 

菰田吉見：誕生日、自祝。長期欠席お詫び。 

岡西豊博：例会欠席お詫び。誕生日、自祝。 

赤坂 宏：欠席お詫び。 

三島敏宏：トルコ・シリアでの地震に際し、心から

お見舞い申し上げます。RIや地区を通じ

支援要請がありましたら、皆様ご協力の

程、宜しくお願い申し上げます。 

荒山義雄：例会欠席お詫び。 

川井宗次：孫５才誕生日、自祝。 

平野浩希：例会欠席お詫び。 

松井 潤：7回目の結婚記念日を無事迎える事がで

きました。自祝。 

 

★大阪難波ＲＡＣへのニコニコ箱報告 

林 博之：地区献血お疲れ様でした。海外研修、気

を付けて行って下さい。 

三島敏宏：地区献血、お疲れ様でした。 

宮本倫明：地区献血の呼びかけ、お疲れ様でした。 

累計￥３１４，０００ 
 

★卓話 テーマ  
  「コロナなんかに負けへんで！！ 
     ～公庫と一緒に乗りきりましょ！～」 

卓話者           
田上和彦氏  

卓話担当者  千田忠司会員 
今日お伝えしたいのは一点だけです。公庫というのは
堅苦しい名前ですが、そんなに堅苦しいものではない
ということを目一杯宣伝させて頂きたいです。 
昔、国民公庫というものが昭和24年にできました。国
民事業、中小事業、農林事業この３つがあります。
ざっくり言うと、国民事業でご融資の残高が12兆6000億
円くらい、中小事業で8兆4000億くらい、農林事業で3.5
兆円ほどで、それ以外は諸々ひっくるめて約29兆円の
融資の残高がございます。コロナ禍でたくさんのお客
にご利用頂きました。全国の支店に応援を出したので
すが、それでも賄いきれないほどのご相談を頂きまし
た。コロナの時のご利用が約95万社、金額では11兆円
のご利用がございました。この時にご利用頂いた中に
新規の方もいて、現在国民事業だけでお客様が、88万
社から110万社と30万社ほど増えました。次に事業承継
のお話をさせて頂きたいと思います。各事業全部で約
359万社ございます。廃業を予定している方や、後継者
がいない方が74.7%、7割ほどいます。このまま本当にな
くなってしまうと、雇用含め、地域の経済もかなり影
響が出てしまうということで今、事業承継が問題に
なっています。事業承継はここ数年、ようやく始めた
ところです。実際にしている内容は、事業承継はとっ
つきにくいと思われる方々の気を向けて、経営者の意
識喚起に向けた取り組みをしています。もう一つは
マッチング支援です。後継者がおらず譲り渡すという
方、または逆に譲り受けたい企業さんに登録して頂い
ています。元年度から初めたのですが、2年度はコロナ
禍で全く動きがとれなかったのですが、現在は譲渡申
込が約2000、譲受申込が約4000、合わせて6000ほどのご
登録を頂いております。毎月400〜500者ずつ登録が増え
ています。東京の本部と大阪で両方のご希望に沿った
形で、引き合わせて頂きますが上手くいかないケース
もたくさんあります。だいたい引き合わせの数が500を
超えています。結果、引き合わせ後上手く進み、成約
になったのが50社を超えるということで今10分の1くら
いというイメージです。次にご商売の方のマッチング
ということでお客様同士の引き合わせを始めていま
す。例えば当方で作っている商品を東京や大阪で取引
頂いているお客様と引き合わせて頂き、それがご商売
の発展に繋がったりします。冒頭にも言いましたが公
庫は決して堅苦しい所ではないのでお気軽にご相談を
頂けたらなと思います。 
 
      

 ２月は「平和構築と紛争予防月間」です 



大阪難波ローターアクトクラブ 活動報告 

2023 年 2 月 10 日(金) ２月 第一例会(第 28 回目) 

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。 

大阪難波ローターアクトクラブでは、4 月 15 日、16 日で宿泊研修を行います。

研修先の鹿児島県 知覧で、なにを学びたいか意見を出し合いました。ご参加頂

いたロータリアンの方に、鹿児島のお話や見所も教えて頂きました。 

今回は、大阪難波ロータリークラブ様から 3 名にご参加いただきました。 

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 

 

 

 

大阪難波ローターアクトクラブ 活動報告 

2660 地区海外研修 

2023 年 2 月 10 日(金) 〜 2 月 13 日(月) 

 

 3 年ぶりに開催された海外研修へ、大阪難波 RAC から 2 名(山本 豪、林 海

晟)が参加致しました。訪問先はタイ・バンコク(国際ロータリー第 3350 地区)で

した。1 日目は、８時 30 分に関西国際空港に集合し、11 時発の便でバンコクへ

向かいました。バンコクに到着すると、現地のロータリアン、ローターアクター

がお迎えにきてくださいました。その後バスでホテルへ向かい、現地の RA 地区

委員長、RA 地区委員長エレクト、ガバナー補佐の方と海鮮レストランで親睦会

を行いました。２日目は、現地のローターアクター12 名と合流し、パタヤにあ

る水上マーケットへ行き、クリーンハイクを行いました。その後サンクチュアリ



の建築物を見学しました。その後は浜辺でクリーンハイクを行い、現地のロータ

ーアクターと浜辺のレストランで親睦会を行いました。親睦会ではお互いに歌

やマジックを披露し合いとても盛り上がりをみせました。３日目は、タイ文化に

触れるべく、エメラルド寺院を見学しました。寺院内では僧侶の方を見かけるな

ど、お寺について学びました。その後ローズガーデンへ向かい、タイの植物に触

れ、アロマオイルや草木を使った絵付け体験をしました。お昼にはメニューがタ

イ語表記のみの中華料理店へ行き、沢山のタイ語に触れ、海外研修終了となりま

した。今回初めて海外研修に参加し、ロータリーファミリーに秘められた可能性

を身を持って感じることができました。言葉が通じなくても、奉仕を通じた親睦

ができたと思います。最後にこのような機会をくださり、日々ご支援してくださ

っている大阪難波ロータリアンの皆様、本当にありがとうございます。私たち

RAC はこれからも活動を通し、社会に貢献できる人間へと成長していくことが、

ロータリアンの皆様への恩返しと信じ、これからも精進して参りますので、今後

とも何卒よろしくお願いいたします。 

 

2022-2023 年度 会計 山本 豪 


