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疾病予防と治療月間

会長挨拶
会長

西田 末彦

2018年12月6日
第1226回（本年度 第22回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 委員会報告
各委員会・小委員会委員長

次回 12/13 のお知らせ
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話
梅原 一樹 会員

皆様こんにちは、11月15日に移動例会にての座禅体験で大変お世
話になりました陽松庵の福本高芳ご住職が3日後の18日にお亡くな
りになりました。11月27日に葬儀が行われ、僧侶の方だけでも200人
以上居られ盛大にかつ厳かに、
また厳粛に執り行われました。私もそ
の様なお葬式は初めてで様々な儀式があり、焼香までに1時間ほど

■12月27日
（木）休会です。
かかりました。中之島RCも関係が深いのでご報告さ

地区委員会、
その他の報告です。

せて頂きます。

■「成美学園での餅つき大会」

さて11月はロータリー財団月間ですので少しお話を
させて頂きます。
ロータリー財団は1917年、当時の
RI会長であったアーチ・クランフ氏が現在の財団の
前身である
「世界で良い事をするための」基金の設
置が始まりです。
ロータリー財団の使命は、ロータリアンが貧困者の
健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救
済する事を通じて世界理解、親善、平和を達成出来

日程：2018年12月1日
（土）13時〜15時
場所：成美学園
■「エイズ啓発大阪ジャズフェスティバルvol.1」
日程：12月2日
（日）14時〜
場所：大阪市中央公会堂
■「国際ロータリー第2660地区の地区大会」
1日目：12月7日
（金）受付12：00〜

る様にする事です。
そして寄付の90％以上が奉仕プ

場 所：大阪国際会議場

ログラムに直接生かされます。
ポリオプラスに約40％、

2日目：12月8日
（土）受付11：30〜

財団補助金（地区補助金とグローバル補助金）に約

場 所：大阪国際会議場

37％などで、運営管理費は極めて低く約2％となって

■「三世代合同奉仕事業」

います。

特別会場
5階ホワイエ

ホスト：大阪大手前RC

世界に約35,000以上あるクラブは、発展途上国に綺

日程：12月15日
（土）10：00〜15：00

麗な水をもたらし、平和活動に携わる人材を育成す

場所：大阪赤十字病院付属大手前整肢学園

るなど、世界中で持続可能な良い影響をもたらして
います。

本日のメニュー

幹事報告 (11/29)
2018-19年度第1225回（第21回例会）

幹事 藤本 淳司

■本日は新入会員の自己紹介です。
上瀬会員、
ご準備宜しくお願いいたします。
■12月6日
（木）委員会報告と次年度総会 次年度理
事・役員の選任決議を行います。
■12月13日
（木）梅原会員の卓話です。
ご準備、宜しくお願いいたします。
■12月20日
（木）夜例会です。
開始時間：18：00〜

ライトミール

例会終了後、年末親睦家族会を予定しております。

ビーフカレー サラダ コーヒー

新入会員自己紹介

上瀬 匠 会員
めてくれました。
ただ約束した勉強はやはり母親の言うとおり6年生く
らいになるとピタっとしなくなってしまいました。
初めてユニフォームが届いた時の嬉しさは今でも忘
れません。ユニフォームを着て寝たほどでした。
とに
かく嬉しくてたまらなかったのですが、学校へ行くと
強いチームの同級生から我々のチームはなんとなく
バカにされてる事に気付きました。
あまりに悔しくて、
いつか絶対勝ってやると心の中で誓いました。
です
9月に北村 讓 社長から推薦頂き入会させて頂きまし
た上瀬と申します。
私は1971年（昭和46年）4月16日大阪府大東市で3
人兄弟の長男として約4キロというBIGサイズで生まれ
ました。
この時点で既に母親に迷惑を掛けております。
幼少の頃は小学校に行く前から水泳や書道を学ば
せてくれるような比較的裕福な家で育ちました。

が、やってもやっても毎回負けます。
とうとう6年生になって最後の冬の大会、
これで勝て
なければ負けたまま卒業という大事な試合。今の私
の野球の姿からは想像できないかもわかりませんが、
4番・投手として2-1で勝利しました。審判のゲーム
セットの声と共に突然雪が降りだし、挨拶が終わって
ベンチへ帰ると厳しかった監督もコーチも応援に来
てくれてる父兄もチームメートも皆が号泣してます。

生まれた時から身体も大きく人一倍活発であった私

努力して良かった、皆悔しかったんだなあと思うとあ

は大の野球好きでした。
とにかく毎日野球がしたい私

まりに嬉しく、私も号泣した事を昨日の事のように覚

はどうしても少年野球チームに入りたく、何度も両親

えております。

に懇願しましたが、両親の返事はいつもダメというも
のでした。何故なら少年野球チームに入ってる子供
は学校でも目立つ、少しやんちゃな感じの子が多い
事と、野球ばかりになって勉強をしなくなるという二
つの理由からでした。
地元には通える少年野球チームが3チームありました。
第一希望の一つ目のチームは1番強いけどもやん
ちゃな子も1番多いチーム

こうなると野球に対する気持ちは一段と強くなり、中
学入学と同時に地元のリトルリーグへ入団し甲子園
を目指すつもりでありましたが、
ここで私の人生の
ターニングポイントが来るわけです。
入学した地元の公立中学校はバレーボールの超強
豪校だったのです。
中学入学時に身長が既に170センチ近くあり、野球
をやっていた私が目を付けられないはずはなく、顧

第二希望の二つ目のチームは実力はそこそこだけ

問の先生から毎日勧誘を受ける事になります。最初

どもやんちゃな子も数名いるチーム

はずっと断り続けておりましたが、そのうち母親にま

第三希望の三つ目のチームは弱いけどもやんちゃ

で連絡するようになり
「この子は学校でいつも悪い子

な子が全くいないチーム

とばかり一緒にいます」
「このままでは不良になって

そこで、
とにかく毎日野球がしたかった私は考えまし
た。不本意ではあるものの、弱いけどもやんちゃな子
が全くいない第三希望のチームだったら許してくれ

しまいますよ…」
「ただし私に預けて頂ければ大丈夫、
安心して下さい」
と、確かに大きいので目立ってはい
たかも知れませんが全くの嘘です。そのような事実、

るのではないかと、今まで通り勉強もするからどうし

全く無いにも関らず親の不安をあおるわけです。

ても第三希望のチームに入れて欲しいと親に懇願し

その後不安になっている母親から毎日バレー部入部

ました。

の説得を受け、学校では休み時間になると顧問の先

それでもダメだと言っていた両親もあまりにもしつこ

生は勿論、数名の先生からも説得を受ける日々が続

い私にとうとう根負けしたようで最終的には入団を認

きました。

休みは1日だけでした。高校は中学よりまだマシでし
たが、
それに近い三年間を過ごし、大学もスポーツ推
薦だから大丈夫だと思い全く勉強せず論文だけの大
学受験にまさかの失敗をしてしまいました。
大企業のバレー部からもお誘い頂きましたが、大企
業に行くのも何か違うなと思い、親へ頼み専門学校
へ行かせて頂きました。
こうなるとバレーボール以外
何も無い自分に気付き始めるのです。6年間血の滲
むような生活を送ってきて、
自分は周囲の人達とは違
うと思ってもそんなもの社会では全く通用しません。
中学生の私は我慢できずとうとう野球を諦め、7月頃
に
「わかりました。
お願いします。」
と返事をしてしまい
ました。
そこから私の地獄の青春が始まりました...
練習は土日も関係なく早朝から夜まで、休みは年間3
日ほど、合宿などはもう悲惨極まりなく、練習が深夜
まで及ぶ事も多々ありました。
勿論当時は殴る蹴るは当たり前の時代でしたので、
毎日よく叩かれました。最初は叩かれる事に抵抗あり
ましたしものすごく嫌でしたが、人間だんだん慣れて
きます。
ある時気がつきました。叩かれている時間は全員が
直立不動ですので休憩できるわけです。
そのうち皆心
の中でもっと俺を叩いてくれとかもっと叩かれろとか
いう風に思い始めるのです。人としてどうかと思いま
すが、
それくらいハードな練習をこなしておりました。
1年生の頃は同学年の部員100人前後いたのですが、
卒業の頃には20名程度になってました。
これを中学
3年間耐え続け、やっと卒業と思ったのも束の間、高
校入学前の春休みから高校の練習開始です。
スポー
ツ推薦ですので仕方ありませんが、高校入学まで春

成美学寮餅つき支援報告書

これから自分はどうすれば良いのか、いつも心に大き
な穴がポッカリ空いたままでした。
このままではサラ
リーマンは無理だな…将来は自分で会社を作るしか
ないなと思っておりましたが何とか専門学校を卒業
し、取り敢えず知人の紹介で繊維専門のリサーチ会
社へ就職しました。
しかし将来独立するにはこの仕事は無理だなと思い、
1年程で先輩からアパレル会社を紹介頂きそこへ転
職しました。
そのアパレル会社に入社後僅か数日でこれなら起業
できると確信し、営業だけではなく更に何でも出来る
ようになる為、2年程で社員数名の小さな会社へ再び
転職し、
ある程度全てを覚え2007年3月、35歳の時
に今の会社を創業し現在に至っております。
学生時代スポーツしかしてこなかった私は、今から
色々な事を学び再び勉強したいという思いもあって
ロータリークラブへの入会を決意いたしました。
素晴らしい先生方に少しでも近づき成長したいと
思っております。若輩者で御迷惑お掛け致しますが
今後共ご指導の程何卒宜しくお願い申し上げます。

社会・青少年奉仕委員会 委員長

北村 讓

2018年12月2日
（日）14時より表題の奉仕事業が予定

餅つきの開始となりました。
もち米2升5合強を3臼突

通り開催されました。

き、参加者みんなで白餅、
お萩、黄粉お萩を捏ね、
お萩、

当日は、会員15名と家族2名事務局より1名、計18名の

黄粉お萩を食しました。最後に全員で写真を取り14時

参加でした。成美学寮と生徒さん30名、橋本寮長初め

30分寮生、先生に見送られながら散会しました。大変楽

先生方5名の合計53名の参加でした。

しい有意義な奉仕活動でした。

12時頃からお寺の拝観の後、準備に取り掛かり、1時5

当日は、12時頃から読売新聞奈良支局から小林元（は

分前に私の方からの開会宣言の後、西田会長の挨拶、

じめ）記者が取材に来られ12月2日付の奈良版朝刊に

クラブからの支援費贈呈、
タオル（約1,000枚）贈呈と会

記事に掲載して頂きました。

長からのみかん2箱、
リンゴ2箱を贈呈しました。
そして、

この事業は、2003年より、その年度毎の社会奉仕委員

会の奉仕事業として活動して参りました。今年は16回目

ています。委員長として直接担当し、寮生、先生方も喜ば

でした。橋本寮長には、年度毎の「社会・青少年奉仕委

れる姿に接して、改めて継続できればと思いました。

員会」の奉仕事業なので、次年度継続するかどうかは、

皆様ご協力ありがとうございました。

その年度の委員会の決定になることを説明し了解頂い

日本エイズ学会エイズ啓発JAZZCONCERT支援報告書

社会・青少年奉仕委員会 委員長 北村 讓

2018年12月2日
（日）14時より表題の奉仕事業が予定

佑先生の弟子で阪大病理学教授・作家の仲野徹氏との

通り開催されました。

エイズ啓発スペシャルトーク
「現代医療が救える死、救

当日、会員8名と家族2名、大阪大手前RC5名、大阪城北

えない死― それを知った上でどう生きるか」を難しい

RC2名計17名の参加でした。

話にも関わらずお二人の絶妙な笑いを交えたお話を納

13時前から各自、展示物の見学や健康相談＆体験フェ

得して楽しくお聞きしました。
それに、続いて大阪大学、

アに参加しました。エイズ啓発コーナーでは、毎年5月第

高槻市立冠中学校、大阪芸術大学、大阪音楽大学、
プロ

3土曜日に京都鴨川で開催される
「エイズキャンドルパ

のジャズバンドの演奏と歌を聴きました。大阪市中央公

レード過去から学び、未来へつなぐ」エイズ啓発のお話

会堂も満員の聴衆で盛り上がりました。

聞き、バッジと京都保健福祉局発行「STIとエイズにつ

この事業は、
名誉会員の白阪先生が日本エイズ学会会長

いて」の小冊子を頂き、改めてHIVとエイズの事を勉強

に就任され、初めての学会・総会と同時開催のエイズ啓

しました。その後、14時ジャストから白阪先生と同級生

発特別イベントでしたので、
支援事業として協賛しました。

の医師・作家の久坂部羊氏とノーベル賞受賞者の本庶

皆様ご協力ありがとうございました。

Aテーブルミーティング
2018年11月29日
（木） 於太閤園1階ブリエヴェール
メンバー
（敬称略）
：
西田、早瀬、檜皮、杉村、佐賀野（議長）、戸田（書記）
議題：新人ロータリアンの質問
「事前に何をすれば良いか知らされておらず戸惑った
ことがあります。
どうすれば良いでしょうか？」
ロータリークラブはやればやるほど忙しくなるがそ
れが楽しみになります。大きなロータリークラブと
は違って当クラブでは自分でやらなければならな
いことも多いですが、わからないことがあれば紹介
者以外ならば幹事に相談すると良いと思います。

11

29

ニコニコBOX

西田：本日の卓話、上瀬さん自己紹介よろしくお願い
します。ニコニコ
木村：上瀬会員、卓話よろしくお願いします。ニコニコ
藤本：上瀬会員、
自己紹介よろしくお願いします。
村上：上瀬会員、
自己紹介楽しみにしています。
戸田：12月3日のよる7：00、4チャンネル「名医のTHE
太鼓判」に出演します。
次回例会欠席します。
ごめんなさい。
吉田：ニコニコ

ロータリークラブの良い点は自分の仕事で経験で
きない新しい経験を得ることができる機会がある
点です。積極的に参加しましょう。

辻（一）
：12月が目前です。
この1ヶ月体調に気をつけ

入会する動機については人それぞれだと思います
が、入会してしまえば自ら望んでロータリークラブ
に入ったとして扱われるのでそのように考えて行
動しましょう。ロータリーは修行の場です。職場で
はリーダーでしょうから下働きを経験して初心にも
どれるからです。

下岡：ニコニコ

Cテーブルミーティング

て乗り切りましょう。
寒さが身にしみますが、ニコニコ！

前田：先日地下鉄の点字ブロックにつまづいて転倒
しました。
もう、あかん
檜皮：上瀬会員、本日の自己紹介よろしくお願いいた
します。
今月27日、会長幹事とともに、移動例会をさせて
いただいた陽松庵の住職の本葬に参りました。
最期のお別れのお顔はとても綺麗でした。合掌

11月22日
（木）
にテーブルミーティングを行いました。

辻（義）
：ニコニコ

議論百出楽しいひととき。
ロータリーのあり方、はた
またその理念。
あーなんたる木村節酔っ払いたわご
とを、
はるかに飛び超えた高邁なる会話。
バンザイ。

栗山：冬なのに暖かいですね。
杉村：成美学寮とエイズ撲滅コンサートよろしくお願
いします。

本日合計 : ￥28,000
累

計 : ￥1,078,250

●出席報告

12月のお祝い
Congratulations!
●誕生日
小林 俊統 ［6日］

34名
6名
2名
29名
3名

出席率
11月8日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

0名
0名
0名
0名

90.62 %
96.87 %

●メイクアップ

西田 末彦 ［23日］

●事業所設立記念
栗山 博道

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

栗山診療所［平成19年］

上瀬 匠 10月31日
嶽下 勇治 10月31日
吉田 了 10月27日

社会・青少年委員会
社会・青少年委員会
米山記念館訪問

