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本日の例会は2月度の例会が休会でしたのと事務局江川さんが3月
度月初の例会に出勤できなかった為、2か月分のお祝いの発表等を
しなければなりません。また、臨時総会もありますので、会長挨拶は手
短にさせて頂きます。

今月は、水と衛生月間です。以前から言われていますように、後進国
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本日のプログラム
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
■三世代合同例会
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♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　新入会員自己紹介
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においては衛生的な水の供給が少なくトイレ等の設
備の整備が十分でない為、それを改善しなければな
りません。少しでも改善していく事が病気に対する抵
抗力や伝染病に対しても効果があります。そして、教
育水準を高めることにも影響があります。我々も意識
をしっかり持ちたいと思います。また、これとは別に今
月はローターアクト月間でもありますので、ロータ
リーの友3月号に掲載されていたことを紹介したいと
思います。京都東ロータリークラブがローターアクト
クラブを再度立ち上げたいと取り組まれている養蜂
の活動ですが、これもきれいな水のあるところに花が
咲き、美味しい蜂蜜を採取できるとの事です。詳しく
は投稿記事をお読みいただければと思います。

辻一夫さんから美味しいラーメンが皆様に送られて
います。本日出席の上、皆様にお渡しする予定でした。
しかし、治療の必要が生じ出席できなくなった為、皆
さまに宜しくお伝えくださいとのことです。

陳ちゃん、博士課程終了・取得おめでとうございます。
就職活動もされているようですが、今後の活躍を祈
念致します。

ありがとうございました。

2021-22年度第1337回（第21回例会）
幹事報告 (3/17)

幹事  嶽下 勇治

2週間ぶりの例会です。

前回、お祝いなどが出来ていなかったため、本日行
いたいと思います。よろしくお願いします。

（3月の行事予定）

■3月17日（木）、本日は、安達会員の卓話となってい
ます。よろしくお願いします。
　11時からのノミニー理事会に続いて、例会終了後

第10回理事会が開催されます。理事・役員の皆様
よろしくお願いします。

■3月24日（木）、三世代合同例会と懇親会が開催さ
れます。
　鳳凰の間で実施します。12：30～

■3月31日（木）、新入会員の自己紹介となっています。
　清水会員と新会員よろしくお願いします。

（4月の行事予定）
4月は、母子の健康月間となっています。

■4月7日（木）、国際奉仕委員会のクラブフォーラム
　植屋委員長よろしくおねがいします。

■4月14日（木）、福田会員の卓話となります。よろしく
お願いします。

■4月21日（木）、早瀬会員の卓話です。よろしくお願
いします。

3月17日のメニュー

・きのこと貝類のブイヨンスープ　香草風味　パイ包み焼き
・スパイシークリームチキン
・パッションとショコラのアントルメ
・パン・バター
・コーヒー



僕が経営する会社は、この4月から創立61年目を迎
えるのですが、規模的に61年前と殆ど変わっていな
い、皆さんの前では本当に恥ずかしいくらいの会社
ですが、これで食ってきたのですからまぁある程度の
自信は持っているつもりです。

親父が創業者で最初の10年間の経営をしており、法
人組織にしてから2年目、僕が19歳の時に亡くなって
しまい、今から思うと結局50年くらい僕が中心でやっ
て現在に至ることになります。

言わば、僕の人生を創ってきたそのものです。

別にそんな色気も無いですが、60年経っても全然大
きくならない会社ってあるんですね。

さて仕事の内容ですが、創業から20年間はほとんど
が灘生協さん向けの肌着一本。

20年間インナーばかり作ってきて、僕は簡単な商品
に飽きてきて面白くなくなってきた。

その頃はちょうどセシール・千趣会というようにカタ
ログ通販が流行しだしてきた時で紡績会社と組んで
日本製のポロシャツ生産の波に乗っていった訳です。

また、インナーの生産基地も半分韓国へ持っていくよ
うに決めて、1年に5～6回は韓国に行くようになりま
した。

韓国製のレディースインナーは7～8年間くらい続い
たでしょうか。

この韓国生産の経験が後の中国進出のきっかけに
なったのは間違いないです。

1993年～1995年頃に、現在に繋がる下記の3つが
ほぼ同時に始まる訳であります。

①中国への野望が膨らんできて中国生産がスター
トします。

②前述の紡績商社から現在も国内生産の中心を
占める防衛庁の仕事が始まります。

③この年の暮れに僕は大阪中之島ロータリークラ
ブに入会。

ロータリアンとしてのスタートです。

今から振り返れば、人生の重要な転換の時期だった
のですね。

仕事の話は、今日はこのくらいで次の話に進みます。

さて、私なりの中国の話です。

ここ2年3ヶ月間ご無沙汰しておりますが、中国は変
わりました。

外見は滅茶苦茶綺麗になっているし、人間的にも仕
事的にも日本人の気持ちがわかる人が増えてきた。

29年前に最初に訪問した時はいろいろと驚いた。　
走っている車が古いし、汚れていても何ともない。車
は走るもので掃除するものではないという考え方。タ
クシーに乗るとまあクラクションを鳴らすこと甚だしく
日本人が一生かかって鳴らすくらいの回数を、1日で
鳴らしてました。

これは間違いなく道路を走っている全部の車がそう
だったでしょう。

最初に乗ったタクシーのクラクションを見てびっくり
しました。クラクションの真ん中が使い過ぎてへこん
でいたんです。

ドアが閉まりにくいとか、床の一部に穴が空いて道路
が見えているとかよりも唖然としました。

車と言えば、僕自身が乗っていた車が事故を起こし
たことが5回あります。

最初は蘇州の工場の車で移動中に自転車に乗って
いる男性を跳ねました。運転手がすぐに降りていき
何をしたかと言うと、前で唸っている男性を置いたま
まぶつけた車のキズの具合を確認してました。人間
の命より車の修理代の方が高かった時代のことです。

次の事故は山東省の高速道路走行中です。

乗っていた工場の車のタイヤがパンクして蛇行しな
がら壁にぶつかりましたが、周りに他の車両が無かっ

私の仕事と私なりの中国

安達 昌弘 会員



た為大事には至らなかったのです。

中国の車の8割は中古のタイヤだとその時に聞きま
した。

一番大きな事故は青島市内で、これも工場の車が自
転車の男性を跳ねました。跳ねるとはうまく言ったも
ので本当に人が車の高さ以上に飛んでボンネットに
落ちてきました。すぐに救急車を呼んだのはこの時だ
けです。というより、前出の蘇州の事故から20年以上
も経っていたのでそういう社会になっていたのでしょ
う。後で聞いた話、この男性は重傷で済んだというこ
とで安心したことを覚えてます。

最初の内はよく鉄道を使いました。軟席と硬席が分
かれてるやつです。

一度、上海から南京行きの列車でしたが滅茶苦茶混
んでいて2時間くらい身動き出来ずに通路にずっと
立っていたことがありました。

まったく動けない中、子供がトイレに行きたいと親に
言ってるのでしょう。

そのうちに足元におしっこが流れてきてました。

そう言えば、駅のトイレ・食堂のトイレも嫌でした。

南通で昼食で活きた川海老に老酒を掛け、その海老
がピチピチ暴れている間に食べたことがありました。
なるほど美味しいものでしたが、その後が大変で船
で約1時間揚子江をフェリーで渡るのですが、腹が痛
くなってきて我慢出来ずにトイレへ飛び込むのまで
はいいのですが、とにかく臭い、眼が痛くなるくらい
臭くてどうしても出来ないのです。のたうち回り走り
回って気分を晴らし、フェリーが岸壁に着くや否や近
くの草むらで済ませたことがありました。

トイレで困ったことは何度もあったと記憶します。

青島で空港まで行く途中、豚を20頭くらい積んだ前
のトラックが転倒し積んでいた豚がすべて逃げ出し
ました。運転手は打つ手なく泣きながら豚を追い掛
け走り回ってました。かわいそうでした。

2003年8月サーズ騒動が治まり掛けた頃に、青島空
港で僕はサーズの疑いで止められました。原因は前
日夜の生のタコでした。38.5℃あったのですが、自覚
症状はまったく無いまま救急車に乗せられました。恥
ずかしいのでサイレンだけは拒否しました。

近くの総合病院で採決され、何とも無いということで
無罪放免。救急車代¥900、病院代¥1,200だったか
を払って帰りましたが飛行機便は終わってました。

次の日の朝の便で無事帰国出来ましたが、これが4
月・5月頃なら新聞に載せられていてたいへんな事態
を招いたことでしょう。

南京へもよく行っていたので、南京大虐殺記念館へ
は4回通いました。一緒にいた中国人からは精神的
な刺激で飯が食えなくなると言って同行を拒否され
ました。

2回目行った際には記念館は立て替えられ非常に綺
麗になってましたが、日本人を責める内容には変わり
なかった。

僕が大好きな夏の青島には海水浴場が7か所あり、
青島ジャスコで水着を買って側の海水浴場へ行った
ことがあります。

夏の昼間は暑過ぎてまったく人がいないのに、夜は
15万人が海辺に出てます。

クーラーの電気代節約も兼ねた夕涼みですが、殆ど
真っ暗の中滅茶苦茶の人出ということで気持ちが悪
かった印象があります。

本当に長い間、中国へ青島へ行けてないなあ！

もし行けるようになったら、あの店でまた「青島ビール
で火鍋」を楽しもう。

＊もっと面白い中国の話10選は、やっぱり次の機会
にします。



開会の挨拶（栗山会長エレクト）

おはようございます。3月21日に大阪のまん延防止等
重点措置が解除されますが、これからも健康に留意し
て下さい。

確認・審議事項

1．2022-23年度上半期年間行事計画（案）について

・次年度例会回数

40回を目途に行事計画を組む

・次々年度理事・役員　選挙日程

8月25日　　指名委員会

9月15日　　候補者を理事会に発表

10月6日　　候補者を会員に発表

11月10日　  年次総会で選任

※地区出向者の選任候補者を指名委員会より会長に

報告し理事会での承認後、会長に承認を得る。

・行事計画変更

12月1日　休会

12月3日　年末家族会

日　時：2022年3月17日（木）11：30～12：05
場　所：ホテルニューオータニ　B1F　コスモス
出席者：栗山・北村（讓）・戸田・村上・北村（薫）・北口・高島・嶽下・上瀬・西田・檜皮・井本・藤本　以上13名（敬称略）

配布資料：1．2022-23年度上半期年間行事計画（案） 2．2022-23年度委員会構成表（案）
 3．2022-23年度委員会活動方針及び計画と予算案 4．委員会理事会審議上程書
 5．2022-23年度緊急連絡網（案）

2022-2023 年度 第二回　ノミニー理事会議事録

臨時総会

12月15日　例会・理事会

12月22日　最終例会

2．各委員会・小委員会の次年度年間計画及び予算
案について

提出期日：4月末

3．次年度地区補助金について

・社会奉仕委員会の事業で活用（案）

今年度の4月末までに計画し申請

4．その他

・ホテルニューオオタニ大阪からの要望

会員食費を食材の高騰により7月～値上げ

5,000円⇒5,600円（税・サ込）

開会の挨拶（戸田会長ノミニー）

皆様、お疲れ様でした。

これから例会、各事業も通常通り実施されていくと思
われますが体調には十分に注意してクラブの運営に
ご協力ください。

臨時総会―細則第6条第3節の定足数を満たしてい
るので成立

①細則第19条の細則改正条文中の「改正案の予告
は当該例会の少なくとも10日前に各会員に郵送さ
れなければならない。」とあるが、江川さんが出勤

できない状況にあったので、メールで全会員に細
則変更案と大阪中之島基金規定変更案を3月2日
に通知した。その件で、改めて郵送すべきかメール
を有効として本日採決をして良いか出席会員に可
否を諮ったところ、ほぼ全員の挙手で可決承認さ
れた。

②上記①に基づき3月2日メールされた細則変更案
と大阪中之島基金規定変更案の可否を諮ったとこ
ろ、ほぼ全員の挙手で可決承認された。

③細則第19条の細則改正条文中の「改正案の予告
は当該例会の少なくとも10日前に各会員に郵送さ
れなければならない。」とあるのを「改正案の予告
は当該例会の少なくとも10日前迄に各会員にメー
ル又は、郵送されなければならない。」に変更する
件についても①との関連から可否を諮ったところ、
ほぼ全員の挙手で可決承認された。



日　時：2022年3月17日（木）13：40～14：40
場　所：ホテルニューオータニ　B1F　コスモス
出席者：北村（讓）・栗山・嶽下・戸田・檜皮・村上・小林・上瀬・村木・井本　以上10名（敬称略）
欠席者：村橋・丸山・佐賀野・植屋

2021-2022 年度 第10回　4月度定例理事会議事録

開会の挨拶（北村讓会長）

ノミニー理事会でホテルの食事代が上がる件、理事
会でも審議しノミニーも諮るつもりです。また、丸山会
員からも退会届が出ています。今期までの在籍となり
ます。本日よろしくお願い致します。

【審議事項】

1．辻前会長復帰の件

3月から復帰する件があったが、直前に手術で4月以降

になる。復帰する際、1日会長をしてもらってはどうか

　⇒［ 承認 ］本人の意思を確認して復帰してから

2．「西成こども食堂」クラウドファンディングの件

今の食堂が狭いので近くの集会所を借りる予定。リ

フォーム代として5,000万募金を募っている。

　・当クラブにも募金してほしいとの申し出。

　・個人でも募っているのでしてほしい。

今年度社会奉仕委員会として奉仕活動をしていない

のでしてはどうか？

　⇒委員会でどうしたいのか？⇒委員会で検討する

　⇒集会所の建物の所有者は誰なのか？を確認する

3．三世代合同例会（懇親会）の進行について

3月24日（木）1時間で合同例会する

各クラブの会長に挨拶をしてもらう。

各クラブの社会奉仕委員長にも話をしてもらう。

　⇒［ 承認 ］

4．「ウクライナ危機」緊急人道支援金の件

クラブとして50,000円　⇒［ 承認 ］

個人として寄付してほしい

　⇒クラブが集金してまとめて出す　⇒［ 承認 ］

5．「春のRYLAセミナー」案内および受講生推薦の件

⇒再度推薦者を会員全員に募る

6．4月以降のクラブ運営の件

スクール形式でやってはどうか？　⇒［ 承認 ］

7．三世代奉仕事業について

前回理事会で大手前RCにやってもらう

　⇒返事が未だなので再度確認（中之島はしない）

8．その他

・例会の食事代 5,000円　⇒5,600円

29人分が最低ライン⇒上記金額を承認する代わりに

25名最低ラインに　⇒［ 承認 ］

　⇒ノミニー理事会でも諮る

・年会費が30万を36万にしてはどうかと　⇒［ 承認 ］

・新入会員松永さんの件、職業区分

ビルメンテナンス業　⇒［ 承認 ］

開会の挨拶（栗山会長エレクト）

先週、スギ花粉が本格的になりました。マスクの徹底

をしてください。

【’22年4月 行事予定】　（母子の健康月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1340

1341

1342

-

24

25

26

-

国際奉仕委員会クラブフォーラム

休会：祝日の週（4/29 昭和の日）

第11回5月度理事会
第3回ノミニー理事会

国際奉仕委員会：
植屋委員長

卓話担当：福田会員

卓話担当：早瀬会員

地区研修・協議会
　日程：4/9（土）
　会場：大阪国際会議瀬場



日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

-

1343

1344

1345

-

27

28

29

祝日③（子供の日）

青少年活動委員会卓話
青少年委員会：
青少年活動担当（檜皮）

卓話担当：辻（義）会員

卓話担当：植屋会員

新旧合同理事会

新旧合同クラブ協議会

地区会員増強セミナー
　日程：5/28（土）

【’22年5月 行事予定】　（青少年奉仕月間）

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

2日（木）

9日（木）

16日（土）

23日（木）

30日（木）

1346

1347

1348

1349

-

30

31

32

33

-

委員会報告

会長・幹事退任挨拶
下半期新入会員歓迎会（夜例会）

休会④

各委員会

卓話担当：藤本会員

卓話担当：檜皮会員

北村讓会長、嶽下幹事

第1回7月度理事会

国際大会（アメリカ：ヒューストン）
　日程：6/4（土）～8日（水）

IM6組会長・幹事会
　日程：6/1（水）

【’22年6月 行事予定】　（ロータリー親睦活動月間）

先日の成績発表日で、最終発表の結果は合格となり、
無事に卒業することができました。博士課程で勉強し
てきたこの3年間で、2年間は奨学生活となりました。

この2年間、クラブの皆様からたくさんの応援をもら
い、色々お世話になりました。

そのおかげさまで就活と研究は順調に終了し、卒業
することができました。誠にありがとうございました。
明後日の3月19日は卒業式です。この3年間の学生
生活では、研究や学内のイベント、及び奨学会のイ

米山奨学生 米山奨学生  陳 玉芬

ベントで充実した日々を送ってきました。

これから、学校やロータリアンの皆様から身につけた
つながる力と奉仕精神をもって、社会人として次々と
人生での目標を立てながら、止まらずに勉強して成
長していきます。

最後に、奨学生活はこれで終了しますが、これからも
クラブの行事やイベントに協力し、皆様に会いに行き
ます。

2年間お世話になりました。ありがとうございました。



Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より「第90回米山功労者」の
表彰とクリスタル盾を贈られました。

米山奨学委員会より栗山会員が
第2回米山功労者の表彰を受けました。

米山奨学委員会より当クラブが２７回の
米山功労クラブ（２７００万円寄付）の表彰を受けました。

日時：2022年3月19日（土曜日）14：00～16：30
会場：開明中学校・高等学校6F大会議室

大阪東ロータリークラブ・大阪中之島ロータリークラ
ブの共同提唱校である開明中学校・高等学校におい
て“English Contest” が開催されました。2021年度よ
り企画された事業で、今年度は北村会長にご出席い
ただき審査員、表彰式での敢闘賞の授与、最後に講
評を述べていただきました。

会長はご自分の留学経験をお話しされ、次世代を担
う生徒たちに英語習得の大切さ、更に将来、国際人と
して外国人とのコミュニケーションにより自分の世界
を広げてほしいと語られました。最後にこのコンテス
トは、勝敗ではなく人前で話すたり、人のスピーチを
理解する事はいわゆる将来のルーツであると述べら
れました。

確かに会長の言われる通り“発表教育の目的”は、言
語学習の過程で学習者が発表の場においての達成
感、自信を付けることだと思います。同時に人の発表
を聞くという態度を養わなければ、相手に聞いてもら
えるように話すことはできません。裏表の繰り返しで
す。今回は中学一年生の多数の参加がありました。中
学に入学してアルファベットから始まり、1年間であれ
だけ素晴らしいスピーチをしかも人前で話せること
に檜皮は感動し、先生方のご指導に感謝と共に、この
学習の環境下で学べる生徒は幸せだと思いました。

最後になりますが、18名の生徒参加者のうちイン
ターアクターが3名入賞し、私は熱いものが込み上げ
てまいりました。次年度は是非多くの大阪中之島ロー
タリアンが、彼らにエールを送ってあげてください。

必ず感動がまっておりますよ！！

開明中学校・高等学校 English Contest
青少年活動小委員会委員長  檜皮 悦子



▲結婚記念日のお祝い：左より井本 万尋会員・岡本 啓吾会員・辻 義光会員・北村 讓会長・岡本 啓吾会員・藤本 淳司会員

▲事業所設立記念のお祝い：左より小林 俊統会員・新 レイシ会員・梅原 一樹会員・早瀬 道圓会員・檜皮 悦子会員・吉田 了会員・上瀬 匠会員・北村 讓会長

▲お誕生日のお祝い：左より吉田 了会員・福田 忠博会員・栗山 博道会員・安達 昌弘会員・岡本 啓吾会員・藤本 淳司会員

2月・3月のお祝い2月・3月のお祝い
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北村（讓）：臨時総会よろしくお願い致します。

戸田：安達会員の卓話、楽しみにしております。
4月28日の出前授業の申し込み、よろしくお願い
します。

嶽下：お久しぶりです。ニコニコ

村木：暖かくなってきました。
安達会員卓話楽しみです。ニコニコ

村上：安達会員、卓話楽しみにしています。ニコニコ

藤本：安達会員、本日の卓話楽しみにしております。

満村：ニコニコ

下岡：ニコニコ

北口：安達会員、本日の卓話楽しみにしております。

前田：まん延防止で飲み屋難民でいたが、来週からは
難民でなくなりそうです。

吉田：84歳になりました。早々に立派なプレゼントを
いただき感謝感謝です。
今日も元気で例会に出席しております。
これはひとえに中之島ロータリークラブの皆様
のお陰であると、重ねて感謝の意を込めニコニ
コいたします。

本日合計 : ￥124,000
累　計 : ￥955,000

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 0名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 1名
出席者 28名 外国ゲスト 1名
 （zoom参加 0名）
欠席者 7名

出席率 80.00 %

●本日のゲスト
早瀬会員ご紹介、入会候補者 松永 富夫 様
米山奨学生 陳　 玉芬 様

檜皮会員が地区より
インターアクトへの出向の委嘱状を受けました。

戸田会員が地区より
職業奉仕への出向の委嘱状を受けました。

上瀬会員が地区より
米山奨学への出向の委嘱状を受けました。

北口会員が地区より
R財団への出向の委嘱状を受けました。

高島会員が地区より委嘱状を受けました。


