
３月１１日（土）ＡＭ９：００、背番号２６６０を着用された宮里唯子ガバナー渾身の一球から、 
第３２回ガバナー杯争奪軟式野球大会の熱戦の火ぶたが切られました。今回は全試合、万博記念公園ス
ポーツ広場となっております。我が大阪難波ＲＣの第一戦目は、対 大阪城北ＲＣ戦。西原－立花バッ
テリーの健闘もむなしく、残念ながら３対１３で敗戦（涙）。 
気持ちを切り替えて次戦の、対 大阪西ＲＣ戦に臨みたいと思います（１８日、お天気が心配です
が…）。当日参加して頂きましたメンバーの皆様、お疲れさまでした。林会長な
らびに奥さま、飲料・軽食の差し入れ、誠にありがとうございました。 
                文責：福田 忠 
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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

３月１６日（木） 

テーマ  「自己紹介」 

卓話者  河内 理会員 

          川浦文彦会員 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

３月２３日（木） 

テーマ   

 「ロータリークラブと私」 

卓話者   

     三島敏宏会員 

 
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 ） 

  ２０２３．３．１６  №２１７６ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計      ￥５７，０００ 

本日までの累計  ￥３，０９２，０００(103％達成) 

 3月末の予算額  ￥２，９９０，０００ 

出 席 報 告 

前回 ３月９日 ３週前 ２月９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 5 . 4 0％ 

出 席 会 員 数 ４ ２ 名 

出 席 率 ７ ０ ％ 

第３２回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１７６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 
3月 6日（月）～19日（日）献血      
3月21日（火・祝）ボーリング大会    3月23日（木）例会    
3月30日（木）例会       4月 5日（水）2023学年度米山奨学生オリエンテーション 
4月 6日（木）例会・定例理事会 4月 8日（土）2023-24年度のための地区研修・協議会 
4月13日（木）例会       4月20日（木）休会 

３月 結婚記念日 おめでとうございます 
    

   3月  8日 比嘉廉丈会員  ご夫妻       3月13日 伊藤 仁会員 ご夫妻        

   3月24日 遠藤友一郎会員 ご夫妻    3月28日 伴井敬司会員 ご夫妻     

   3月29日 西原芳博会員   ご夫妻       3月29日 河内 理会員 ご夫妻 

   3月30日 右田竹郎会員  ご夫妻 

  ♪ 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  
【大阪難波ローターアクトクラブ】2023年3月12日 3月第一回例会 

 

大阪難波ローターアクトクラブでは、2660地区合同例会【世界RACDAY】

を行いました。世界RACDAYとは、最初のローターアクトクラブが認証さ

れた記念日です。 

日本だけでなく、世界中のローターアクトクラブは記念日(3月13日)の 

週に、仲間意識向上とマスコミへのPRの為に、様々なイベントを行いま

す。 

今回のテーマは、「視覚・聴覚障害の方々の日常を体験す

る」でして、テーマに沿ったプログラムを行いました。 

西野悠会員が実行委員会として頑張ってくれました。 

             2022-2023年度 広報 林 海晟 



★来客紹介：ありません。    
 
★会長報告：林会長 
1.先日、友達よりラインにて写真が送られてきま
して見てみると、ダルビッシュ有との写真でし
て、その後も山田哲人、佐々木朗希と写真が送
られてきて、「何処にいてるん？」と連絡をし
たところ、千日前筋の焼肉「明月館」でWBCジャ
パン代表メンバーが決起集会をしていたそうで
す。集合写真も送られてきましたが、改めて凄
いメンバーだなと思いました。このメンバーな
ら私が監督をしても勝てると思いました。焼肉
屋のお支払いはダルビッシュ有と大谷翔平、二
人で割り勘をしたそうです。 

2.3月6日（月）より社会奉仕の一環として、献血
活動が始まっております。期間は2週間、3月19
日（日）までとなっております。場所は「まい
どなんば献血ルーム」で、お越し頂いた方に
は、クオカードをお渡しすることになっており
ますので、受付にて「大阪難波ロータリークラ
ブです」と、一言お願い致します。またこの期
間中に合同衛生（株）は 3月14日（火）、
（株）大五様は3月16日（木）献血バスに会社へ
来て頂き、献血活動をさせて頂きます。皆様の
ご協力をお願い致します。 

 大阪府赤十字センター様より、献血活動につい
て（株）大五様と合同衛生（株）にラジオの出
演依頼があり、大地さんと相談したところ「林
君に頼んどく」との事でしたので先日、2月27日
（月）FM大阪ラジオ「よしもとラジオ高校らじ
こー愛です！circle」という番組で林が出演をし
て来ました。放送は3月13日（月）21時から21時
55分の番組で林の登場は21時35分頃から5分程度
とお聞きしています。お時間ございましたらFM
大阪85.1MHｚでお聞きください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

★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.林会員、松田会員ご推薦の上江ひとみ氏、  
 林会員、千田会員ご推薦の河井美由紀氏、  

 福田会員、川口会員ご推薦の前田文恵氏が会員
候補者として承認されました。本日書面でご通
知させていただいておりますので、ご検討宜し
くお願い致します。 

3.髙島屋様より日本伝統工芸展のご招待券をいた
だいておりますので、必要な方は受付に置いて
おりますのでお持ち帰りください。 

 
★委員会報告 
◇クラブ会報・雑誌委員会：川井委員長 
 「ロータリーの友３月号のご紹介」 
縦P53「身近な」ポリオに光を当てる (戸田佳孝)    
・日本では1940年代後半から60年代初頭にポリオが
大流行した 

・61年にワクチン接種が開始され、新規発生が激
減し、ポリオの流行は収束した 

 60年以降に生まれた日本人にとって、ポリオは
現実の病気として理解しにくい。日本でもポリ
オの後遺症に苦しんでおられる方がいまだにた
くさんいる。世界中から根絶しなければ再流行
する可能性があることをもっと世間に知っても
らうべきである。21億ドル以上の費用と無数の
ボランティアの力を得て、ロータリーはポリオ
根絶活動に貢献してきた。 

横P32 イマジンロータリー         
・第2660地区 2022年12月16日～17日、大阪国際会
議場にて地区大会開催 

・初日、元RI理事・千玄室氏の講演や、3つの分科
会を開催 

・2日目は慶応義塾大学教授の宮田裕章氏が記念講
演、その後、若者とのパネル討論 

横P16～17 ローターアクトって何？      
・ローターアクトとは、「地元のロータリークラ
ブによって提唱される17～25歳の男女のための奉
仕プログラム」である（年齢条件はその後変
更） 

・初のローターアクトクラブはアメリカ・ノース
カロライナ州で提唱された 

・世界のローターアクター数173,840人 
 日本のローターアクター数2,564人 
・ローターアクトの目的は、若い成人や職業人が
社会奉仕と国際奉仕を通じて行動し、リーダー
シップのスキルを養い、世界平和と文化理解を
促進する世界的視野を得られるよう、若い成人
によってもたらされる好ましい変化を認める事 

 
◇友好委員会：秋田委員  
3月21日15:00より千日前ラウンドワンにてボウリン
グ大会を開催させていただきます。締切が本日で

  前回の記録  第３１回 ３月９日（木） 

すのでご家族様ご一緒にぜひご参加ください。初
心者でもプロでも楽しめるゲーム内容になってお
ります。 
 
◇野球同好会：福田会員 
3月11日からガバナー杯野球大会が始まります。
3/11AM11:00城北RC 3/18AM11:00大阪西RC 
3/25AM9:00八尾東RC    
 
★ニコニコ箱報告：日髙会員 
林 博之：献血活動が始まりました。ご協力、よ

ろしくお願いします。 
松田禎胤：社会奉仕献血活動の期間となっており

ます。皆様でご協力の程、宜しくお願
い致します。 

西野文秀：コロナ落ち着いてきました。良かった
です。 

米澤 勉：先週例会欠席お詫び。 
森田 納：例会欠席お詫び。 
段 正峰：例会欠席お詫び。 
岡野邦男：例会の参加が少なく申し訳ございませ

ん。例会欠席お詫び！ 
飛田了介：例会欠席お詫び。 
ロータリーデー実行委員会：ロータリーデー最終

打ち合わせ会、お疲れ様でした。 
 
★大阪難波ＲＡＣへのニコニコ箱報告 
石川益三：大阪難波ローターアクト初の海外研修

に山本豪さん、林海晟さんが参加さ
れました。現地のＲＡＣやローター
アクターの方々と交換されたお話を
聞かせてください。 

西野文秀：今期あと3ヶ月ちょっと、頑張りま
しょう。 

累計￥３２４，０００ 
 

★卓話  テーマ  「自己紹介パート２」 
     卓話者      段 正峰 会員 
 
段正峰でございます。私の社員みんなが持ってい
る社章なのですが、光明の頭文字をベーシックな
モチーフとしていて、社会、挑戦、団結と協調と
いう事で光明のこのロゴのマークの縦棒は社会に
貢献できる人を表し、弧を描いている部分は何度
も挑戦すること、丸い部分は団結と協調を表し
て、社章を持っています。これは、ちょうど本社
のビルができる時に、これからの企業は組織運営
をしていかなければならないという事で、組織の
強化に入った時の最初にできたものです。 
次に私のプロフィールです。精華幼稚園、精華小
学校、南中学校、ちょうどこの時期、南中学は社
会的に窓ガラスが一枚もないという、乱れたよう
な世の中のようでした。いじめっ子、いじめら
れっ子が多く、今58歳になりますが、今でもいじ
められている友人を助けなかった自分を悔いてい

る一面を持っています。そして、高津高校に入り
ましたが、浪人するつもりでエール学園の無料特
待生コースを1年とり、浪人して、神戸商大とい
う大学に入りました。神戸商大の管理科学科では
人工知能のプログラムなどを作る、情報ITと経営
というものをゼミで勉強した覚えがあります。概
念などは知っていますが、自分でプログラムを組
むところまではいかなかったと思います。そして
大学を出てから、3年ほど住友グループの会社で
勤めました。しかし、父に呼び戻されて、光明株
式会社に戻りました。今私は社長に就任して20年
ですが、光明の在籍は35年になります。ですか
ら、お店の色々な開発などにはほとんど父と一緒
に携わってきた覚えがありますが、やはり会社の
代表は父なので、私は単に縁の下の力持ちの一役
員だったのかなと思っていました。 
事業規模、事業の展開、いい意味で縁があり、運
があって、新しい事とキャッチアップすることが
できました。今のグループの仲間はアルバイトを
含めて、600人くらいです。サービス会社として
の売り上げ規模しかお伝いしていないのですが、
不動産などのその他の事業規模を足しますと大体
今グループとしたら250億くらいの会社になって
います。 
皆さんは、20世紀と21世紀の違いを聞かれたこと
がありますか？20世紀であった当たり前の事が21
世紀では想像できない事をきっかけに、世の中の
変化が激しいといいますか、どうすれば企業が今
後も存在し一緒に働いているスタッフが豊かに仕
事をやっていけるかという事を真剣に考える時代
が2003年くらいからでした。 
実際に父からも色々教わりましたが、これからの
世の中がどのようになっていくのか、そういった
事をかなり勉強し直して、これからの世の中で活
躍するためには20世紀と同じ事をしたらだめだ
と、21世紀は違うことを大事にしないといけない
と思い、田坂広志さんの本やセミナーをずっと
追っかけています。社会貢献企業でないといけな
いとおっしゃっていますし、ほとんど無料で情報
開示しています。本当にこれからの世の中活躍す
る企業、活躍する人になるためにしていくことを
田坂さんから学び、それを一つ一つ実践していっ
ているのが今の私です。 
 

 

    

３月は「水と衛生月間」です 


