
2023年3月21日（火曜日・祝日）クラブの友好行事として、ラウンドワンスタジアム千日前店で「ボーリ
ング大会」を開催し24名の皆さんにご参加頂きました。 
ボーリング大会は、2ゲームを行い、1ゲーム目はビンゴゲームの要素を取り入れたチーム戦を実施。 
抽選で配られたビンゴカードと同じスコアを出してビンゴを狙うというゲームで、チームで競い合いな
がらボーリングを楽しみました。 
 
ビンゴゲーム結果発表 1位赤坂会員・秋田会員・林啓子さん・大木冬美さんチーム 

2位日髙会員・日高圭美さん・日高七緒さん・日高五葵さんチーム 
3位三島会員・岡本会員・河内会員・川浦会員チーム 

 
続いての2ゲーム目は通常のボーリングでスコアを競い合いました。女性30ポイント、お子さん50ポイン
トのハンデを設定し、皆さん本気モードで白熱した戦いとなりました。 
 
ボーリング結果発表  1位河内会員（191ポイント） 

2位秋田会員（165ポイント） 
3位三島会員（165ポイント） 

 
ボーリングの後は、中井会員にご協力頂き、千房千日前本店で表彰式と懇親会を実施しました。 
表彰式では、ボーリング大会の上位入賞者と、ラッキー賞の方に、林会長から賞品を授与させて頂きま
した。続いての懇親会では、千房さん名物のお好み焼など美味しい料理を振る舞って頂き、参加者全員
で楽しい時間を過ごさせて頂きました。 
祝日でお休みの中、ご参加頂きました皆さん、ありがとうございました。     文責：秋田祐作 
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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 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

３月３０日（木） 

テーマ 「伸びる会社と 

衰退する会社の違いを知る」 

卓話者   中川 智尚氏 

卓話担当者 西原芳博会員 

 
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 ） 

  ２０２３．３．２３  №２１７７ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計      ￥７５，０００ 

本日までの累計  ￥３，１６７，０００(105％達成) 

 3月末の予算額  ￥２，９９０，０００ 

出 席 報 告 

前回 ３月１６日 ３週前 ２月１６日 

会 員 総 数 ６ ５ 名 
出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 8 5 . 2 4％ 

出 席 会 員 数 ３ ８ 名 

出 席 率 ６ ４ ％ 

第３３回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１７７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  
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 
4月21日（金）～23日（日）三姉妹親善訪問 ホストクラブ：釜山西北RC 
4月27日（木）例会 

 ♪ 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 

３月 入会記念日 おめでとうございます 
  

 3月12日 北橋茂登志会員 昭和56年      3月13日 久保 幸一会員 平成20年 

 3月22日 早栗 義文会員 平成30年      3月25日 遠藤友一郎会員 平成 5年    



★来客紹介：ありません。    
 
★会長報告：林会長 
1.SDGS目標11「住み続けられるまちづくりを」につ
いて解説いたします。まずこの目標がどんな内
容なのか？と言うと「すべての人々が安全かつ
快適に暮らせるまちづくりをしていきましょ
う」という目標になります。さらに世界中の文
化遺産や自然遺産も守りましょう、という内容
です。なぜこの目標が作られたかというと、日
本は高齢者が増えている中で、車椅子でどこで
も行けるように、バリアフリーの環境を整た
り、日本は地震が多い国なので、自然災害に対
応できるような街作りをする、また日本の公共
施設の50％以上は老朽化をしていると言われ、
しっかり整備をすることが重要だと言われてい
ます。さらに世界に目を向けてみると、スラム
街という貧しい地域に住んでいる方が約8億3千
万人いると言われており、今後、急速な都市化
が進んでいる国が多いので、さらにそのスラム
街が増えるという予測もされています。急速な
都市化が進むことによって、空気が汚染された
り、大量のエネルギー消費をしてしまって地球
環境に悪影響を及ぼしています。そんな中で私
たちに何ができるのか？イチ個人でこれを解決
するということは難しいかもしれませんが、
ロータリークラブでも地域イベントに参加をし
たり、ゴミ清掃をしたり、地域行事に接すると
いうのが大事だと思います。地域でどのように
すれば、良い街づくりが出来るか？考えること
が重要です。 

 
★幹事報告：松田幹事 
1.４月より、米山奨学生を受け入れる事となり、
カウンセラーは米澤会員にご担当いただきま
す。委嘱状が届いておりますのでお渡しさせて
いただきます。  

2.髙島屋様より「琳派、若冲、ときめきの日本美
術」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 
◇青少年奉仕委員会：福田委員 
春のRYLAのご案内です。5月3日～5日大阪府青少年
海洋センターにて行われます。18歳から32歳まで
で、受講ご希望の方がおられましたら、お知らせ
ください。パンフレットは次週お配りさせていた
だきます。 
 

◇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。14:45 3F受付
へお越しください。また、17時より千房にて懇親
会と表彰式を予定しておりますので、よろしくお
願い致します。 
 
◇和太鼓部：徐部長 
 太鼓購入の為のご寄付のお願い。 
 
★ニコニコ箱報告：日髙会員 
林 博之：ガバナー杯野球大会よく頑張りまし

た。お疲れ様でした。和太鼓のご寄
付、よろしくお願い致します。 

松田禎胤：4月より米山奨学生を受け入れる事にな
りました。米澤会員、カウンセラーをお
引き受けいただき有難うございました。 

大地庸元：ロータリーデーの成功おめでとうござ
います。お世話頂いた皆さん、本当にご
苦労様でした。 

西原芳博：野球同好会の皆さま、お疲れ様でし
た。5月の甲子園に向け良い敗戦となり
ました。 

川口栄計：野球部負けましたが、皆さんお疲れ様
でした。 

伊藤 仁：結婚記念日、自祝。 
宮本倫明：例会欠席お詫び。誕生日自祝。 
日髙雅哉：三姉妹に伴うK-ETAの登録について、無

事に完了しました。三島さん、松田幹
事、ご協力頂きましてありがとうござい
ました。 

吉田 智：満塁ゲッツー、お詫び。 
平野浩希：例会欠席お詫び。 
河内 理：先週末は野球ご苦労様でした。明後日

は必ず勝ちましょう！！本日、卓話よろ
しくお願い致します。 

川浦文彦：本日の卓話よろしくお願い致します。 
 
★大阪難波ＲＡＣへのニコニコ箱報告 

累計￥３２４，０００ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  前回の記録  第３２回 ３月１６日（木） 

★卓話        テーマ 「自己紹介」                            
卓話者 河内 理会員 

卓話担当をさせて頂きます、河内です。1989年12
月27日生まれで現在33歳です。兄弟はいません。
出身地は兵庫県芦屋市ですが、父が証券会社に勤
務していた事もあり、転勤族だったため、小学校
1年生の5月にすぐ転校し、その後東京で4年生ま
で過ごしました。その後は福岡県で高校生まで過
ごしました。最近ではつい2週間ほど前に大阪の
摂津市から兵庫県西宮市の苦楽園に引っ越しを
し、大学生ぶりに兵庫県民となりました。 
家族は妻と6歳と1歳の息子がおり、長男はこの4
月から小学生になります。 
趣味は小学生の頃から続けているサッカー、また
フットサルなどスポーツ全般好きです。特にサッ
カーですが、スポーツ観戦や人間観察も好きで
す。次に経歴紹介です。今はなきスペースワール
ド近くの戸畑高校に通っていました。大学は絶対
関西の大学に行きたいという思いから、同志社大
学商学部へ入学しました。学生生活はほぼサッ
カー一色でした。いよいよ就職活動の時期を迎
え、「商社マン」という響きにイケてる人物像を
イメージしていたので、商社のみ受けることにし
ました。結果阪和興業という会社に2012年入社し
ました。5年半名古屋支社で勤務後、中国の関連
会社に出向となり約3年間勤務しました。サラ
リーマン生活での充実を感じる一方で、自分で会
社をやってみたいという思いが強くなり、またお
酒という商材にも興味があったので、義父に会社
を継がして欲しいと言う話をしていました。お酒
の基礎知識を学ぶため、義父の会社が運営する西
宮のリカーショップにて1年間修行をして、その
後21年9月に現在のグランソレイユの代表に就任
しました。ここからは会社の説明をさせて頂きま
す。まずは、私の仕入先である義父の会社のボニ
リジャパンの紹介です。簡単に言うと私の会社は
このボニリジャパンが輸入した商品を販売すると
いう位置付けになります。ボニリジャパンは大正
15年に創業し、設立でいうと100周年を迎えた歴
史ある会社です。輸入業務や全国の居酒屋さんへ
の卸売、それと先ほど出てきた私が修行していた
リカーショップの運営をしている会社です。 
そして約10年前に輸入した洋酒をネットでも販売
していこう、という事で設立された会社で現在私
が代表を務めるグランソレイユという会社です。
21年に私が株式を全て買い取る形で代表となりま

した。当初は楽天とYahooを運営する会社でした
が現在ではネット販売の事業はアマゾンと自社サ
イトを作成し、販売チャンネルを増やしました。
また、昨年秋頃から本格的に飲食店の開拓を行
い、現在では大阪と神戸を中心に約70件取引先が
ございます。私は専用のキャリーバックにワイン
を12本入れて持ち歩き、試食をして頂いて気に
入ったら購入して頂くという営業をしておりま
す。「お酒は最強のコミュニケーションツー
ル！！」私はそう考えています。 
まだまだ小さい会社で駆け出しの経営者ですが、
お酒を介して皆様に幸せを届け
られる様な会社になりたいと
思ってい
ます。 
 
 
 
          

テーマ  「自己紹介」                           
卓話者  川浦文彦会員 

株式会社beleef川浦と申します。美容師を9年半
経験した後に独立し、事業としては美容師８店
舗、ネイル・アイラッシュサロン７店舗、保育園
4園、介護（グループホーム）2施設、飲食店4店
舗を運営しています。社員73名、アルバイト・
パートさんは70名です。保育事業では防災フェス
タで段ボールのベッドや新聞紙スリッパ等を作製
し、美容事業では門真市立脇田小学校で小学6年
生に夢を与えるという講演をさせて頂きました。 
国際SDGs推進協会により2020年にアワードを受賞
しました。その後認定アドバイザー、ファシリ
テーターの資格を取得しました。 
JC（青年会議所）では2018年20代の経済青年人を
入会するという目標のもと全国1位として表彰し
て頂きました。活動の中では交通安全促進運動や
赤十字さんと献血推進事業等を行っていました。
生まれてから最後まで、人の人生をプロデュース
するビューティーカンパニーと
して、人の生活に関わる事業を
展開して
まいりま
す。 

３月は「水と衛生月間」です 

3月6日（月）～19日（日） 献血受付３４名 採血３３名 

   まいどなんば献血ルーム（難波御堂筋センタービル４Ｆ） 

3月14日（火）合同衛生㈱ 献血受付７２名 採血６０名 

3月16日（木）㈱大五   献血受付９２名 採血６６名 

 

      ☆沢山のご協力ありがとうございました☆ 

米山奨学生の世話クラブと

して、立花米山奨学会委員

長と米澤カウンセラーに 

委嘱状が手渡されました。 


