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会長挨拶
会長

青少年奉仕月間

金森 市造

今月は、青少年奉仕月間で、
「 ロータ

2021年5月27日

リー の 友 」横 組 の 表 紙 に「あなたの

ー

エールで輝く若人」
と記され特集記事
が掲載されています。米山学友のアブ
デルアール・アハメドさん、
グローバル

6月3日（木）の例会は、
コロナ感
染拡大防止対策として休会いた
します。
次回例会は6月10日
（木）開催予
定といたします。
（5/27現在）

補 助 金 奨 学 生 の 川 合 葉 月のインタ
ビュー記事を読まれたことと思います。
このお二方のように、
ロータリーは今ま
でたくさんの若人の支援を行ってきて
います。
今後も、
この活動は継続・維持されることでしょう。
若人を対象にしたロータリーの支援・奉仕活動については先日述べ
させていただきましたが、
これからは時代の変化を先取りした形での
事業展開が必要となるでしょう。
子どもを取り巻く環境の変化について私が感じることの一端を、先日
記させて頂きました。
今月の「ロータリーの友」縦組のSPEECH特集として佐久間

啓様の

「子どもたちの健やかな心を育む」
というタイトルの記事が掲載され
ています。
冒頭に
「人の赤ちゃんが早く生まれてくるには訳があります！」
と記さ

最近は、
まるでカンガルーの子育て如く親は幼子を
抱っこひもで前にぶらさげています→幼子は親が行
く方向が見えません！→幼子はどこに連れていかれる
のか？不安でキョロキョロ
（時々 幼子を前向きにして
抱っこひもをしている姿を見かけると一安心します）
先日早くも庭にスズメの親子が降り立ち、子スズメが
「チュッチュ」
と親の後を追い親から口移しで餌をも
らっている風景を見ました。
自然に学びたいです。

幹事報告

幹事 村上 俊二

幹事の村上です。幹事報告をいたします。
本日の例会も休会となっております。
れ「愛着（アタッチメント）」の形成の大切さを述べら

それではこれからの行事予定を申し上げます。

れています。

■5月27日（木）、本日の例会もコロナウイルス感染

人の誕生の始まりからの「愛着」の大切さを行間から

防止のため臨時休会となっております。

読み取ることができます。

今日の紙上卓話は岡本会員であります。岡本会員

私はこの文面に記載されている
「子ども育て」
と、私が

ありがとうございます。

経験したり、見た
「子ども育て」
との差異を理解するこ

■6月3日（木）、
この日も例会はコロナウイルス感染

とは難しいです。

防止のため臨時休会となります。

そのように感じる出来事の一端に、私が自宅敷地内

この日の紙上卓話は佐賀野会員であります。佐賀

で昭和47年4月に歯科医院を開業した時、道を隔て

野会員ご準備よろしくお願いします。

て真ん前に時を同じくして開業した「枚方市立渚保

なお、
この日の年間行事計画では合同クラブ協議

育所」に通所する親子関係から垣間見ることができ

会が予定されておりましたが、臨時休会でもあり、

ます。その当時は、毎年4月になると新入してくる
「子

また多数で集まることも出来ませんので、書面での

ども」のほとんどは、朝に保育所に連れてこられ預け

協議会といたします。今年度の委員長及び次年度

られ、親が出かけると必ずと言っても過言でないくら

の委員長の皆様にはよろしくお願いいたします。書

い一様に後を追い「おかあさん！」
と泣き続けていま

面の提出期限は6月5日であります。

した。
ところが、
もう何年も前からそんな光景を見るこ
とはありません。最近では、親を後追いして泣きわめ
くと言うより
「行ってらっしゃい！」
と窓越しに手を振っ
ています。
この差異は記載されている
「愛着」形成の
時期に実の親子関係が係るだけでなく他人の係わり
が容認されてきた証左ですね。
なるほど、
この文面の始まりに子育てする
「養育者」
と
いう言葉はありますが「母親」
とか「父親」
という文言
はなく、
「親」
という文言は使われています。

■6月10日（木）、
この日の卓話は下岡会員となって
おります。下岡会員ご準備よろしくお願いします。
■6月17日
（木）、
この日は移動例会です。新例会場の
ホテルニューオータニ大阪にて開催されます。
この日の卓話は杉村会員となっております。杉村会
員ご準備よろしくお願いします。
例会終了後、新年度第1回理事会が開かれます。
■6月24日
（木）、
この日は本年度の最終例会で昼例

極論すれば、子育ては社会が養育するとなるので

会となっております。

しょうか？

会長・幹事退任挨拶があります。例会場は桜苑で

そういえば、親が幼子を背中におんぶしている姿は

すのでよろしくお願いします。

ほとんど見かけなくなりましたなぁ！→幼子は親が行
く方向を背中越しに見えました！→幼子は親の後姿
を見て育つ！なんて言葉も死語になりつつなるので
しょうか？

卓話

岡本 啓吾 会員
が合いました。
よく食事もゴルフも、海へもご一緒し、
仕事も色々助言を頂きながら進めていると、森岡氏
のご親戚で野村正雄氏をご紹介頂きました。奈良銀
行の頭取です。
ここから私は仲介業ではなく、不動産の買取業へと、
転換してまいります。当時は貸しはがし、貸ししぶりの
時代でしたので、結構安く物件を取得でき、
とうとう、
森岡氏の会社ごと買収をさせていただき今日に至り
ます。
今、私が目指しているのは、銀行などの金融機関が
内部で行っている、不動産関連業務のアウトソーシン
私は1991年1月4日に今の会社を創業致しました。
当時岡本産業という称号でスタート。同じ年の1月17
日に米国の大統領であったW.ブッシュが中心となっ
た湾岸戦争が勃発。不動産市況は、バブルの崩壊と

グです。今後フィンテックが進む中、銀行業務だけで
はなく周辺業務のサポートが、かなり必要になってく
ると考えます。私の会社の強みは、不動産の時価のア
ドバイスとコンサルティングです。新型コロナ禍にお
いて、不動産の所有や、利用方法などが、大きく変化

重なり、価格下落の一途をたどっている最中でした。

すると考えているひとつの例が、WeWorkです。オ

毎日必死で、大阪じゅうの不動産会社に電話をかけ

フィスの共同利用が中心ですが、
もっと色々な利用

まくり、仕事につながる情報を取ろうとしていた時、運

の形が出てくるように思います。

よく、私の人生を変える方と出会いました。森岡政晴

2021年1月4日で、30周年を現会社名（株）Okatos

と云う方です。当時、不動産は大阪の南森町と新大阪
を中心に貸ビル業をされていた方です。30棟程は所
有されていました。その不動産を清掃管理されてい
たのが杉村雅之会員です。
森岡氏とは20才も年が離れていますが、非常にウマ

2020-2021 年度 第11回

Hero Real Estateで迎える事が出来、31年目に入り
考える事は、過去に感謝、未来に栄光をです。歌のセ
リフではありませんが、
あと1歩だけ前に進もうと思っ
ています。全世界をおそった新型コロナの早期終息
を心より願うばかりです。

5月度理事会書面決議 議事録

日 時：2021年5月17日
（月）(書面決議回答期限)
場

所：書面決議

出席者：金森・辻（一）
・栗山・安達・満村・西田・戸田・辻（義）
・高島・前田・檜皮・村上

以上12名（敬称略）

【審議事項】
1. 例会休会による、それに要する例会費返金の有無
について
・返金しない……7名
・返金する………4名
・どちらでもない…1名
＜意見：返金しない＞
・新しい例会場の費用雑多のため
・書面理事会にて、7対4で返金不可になるも、再度
決議はいかがなものか

・昨年と違い、今年は例会場移転で急な出費が見
込まれるため
・大阪中之島RCの財政状況を少しでも改善したい
＜意見：返金する＞
・少なくとも、昨年より長期間の休会なので返金す
べきと思う
・今年度予算計画書による項目の、他への充当はで
きず剰余金に上乗せでする

＜意見：返金の場合の金額＞
・50,000円

3. 6月24日の今年度最終例会を通常の昼食会に切り
替えることについて

・例会費×休会数

・賛成……9名

・3,300×例会休会数

・反対……1名
・特になし…2名

2. 7月からの新会場での体験例会開催について

＜意見：賛成意見＞

・賛成……7名
・反対……3名

・不要不急の会なので、単々とした例会で行うべき

・特になし…2名

・太閤園でパーティーをしたいなら、有志で開催す
るべきである

＜意見：反対意見＞

＜意見：反対意見＞

・費用もかかるし、特に必要はない

・最終例会なので、ぱっといきましょう。

・あえてする必要は感じない

２０２０〜２１年度 第２回 地区インターアクト合同会議

インターアクト担当

檜皮

悦子

地区インターアクト合同委員会が、2021年4月27日

用のサイトをつくり、意見や情報を迅速にやりとりが

（火）ZOOM会議にて開催されました。
（地区インター

出来る様になったそうです。
コロナン負けずこの時期

アクト委員会・各学校・ホストクラブ計51名）

だからできること試している姿勢は素晴らしいと思い

議題：

ます。

①各学校の新型コロナ下での活動報告

また、学校行事はすべて中止のようです。

②授業・学校行事への影響

インターアクト担当として、
コロナが早く終息し彼らが

③インターアクト部活動制限について
開明中学校・高校は、今年度担当：田中先生が学校

活気に満ちた日々をむかえ、積極的に未来に向けた
奉仕事業ができる事を願いました。

の現状についてお話しされました。新型コロナ下、部
活も全面禁止になり少数人数だけの短時間のミー
ティングだけ許され、中学生の新入勧誘活動ができ
ず部員の増加も期待できないそうです。それでも部
員たちは、時間があればインパクトのあるビジュアル
な勧誘ポスター・チラシ作りに力を入れているそうで
す。老人施設への傾聴・プレゼント用のマスクケース
作成など奉仕事業に関しては、準備しても中止になり
活動が断たれております。
しかし、
インターアクト部専

例会場及び事務所の移転について

辻 一夫

例会場及び事務所の移転についてその経過をお知

熱費含む）。但し、令和3年6月は50,000円、7月

らせしたいと思います。

〜12月は75,000円になります。

①事務所の賃貸契約は5月7日に了しました。
②6階 634号室30㎡の1/2を賃借することになり
ました。
（城北ロータリーとシェアしています。）
③契約有効期間は令和3年6月1日から1年となっ
ています。
④事務所の使用料は月額85,000円です（水道光

⑤例会場は地下1階のカトレア又はプリムローズ
の間となります。
⑥昼食は1人5,000円で最低29食分負担する必要
があります。
⑦駐車場は無料で使用できます。

atulations!
Congr

江川さんに初孫さんが産まれました！
5月21日産まれで3036gの立派な坊やです。
お名前は2週間早く産まれたので、まだ決めて
いないそうです。おめでとうございました。

ロータリー財団合同セミナー

高島 凱夫

5月16日
（日）、第3地域第2690地区の次年度に向けた地区会員増強、
ロータリー財団合同セミナーの基調講
演“戦略計画と会員増強”を頼まれ、
コロナ蔓延地域からコロナが10人にも及ばない地域に来ています。
昨晩は、久し振りに"宴会"の雰囲気を味わいました。

