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こんにちは、

皆様ご存じのようにロータリーは参加者の基盤を広げるためあらゆ
る活動において、「多様性・公平さ・インクルージョン」（DEI）を受容し、
行動で示すべきであると取り組んでおります。多様性とはすべての背
景、年齢、民族、人種、肌の色、障害、学習スタイル、宗教、信条、社会
経済的立場、文化、婚姻状況、使用言語、性別、性的指向、ジェンダー
自認だけでなく、異なるアイデア、考え、価値観、信念を持つ人々の生

会長挨拶
会長　栗山 博道

本日のプログラム

次回 7/21 のお知らせ

2022年7月14日
第1350回（本年度 第2回）例会

（ 7月7日）

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　5大奉仕委員長 方針
村上クラブ奉仕委員長
北村薫職業奉仕委員長
北口社会奉仕委員長
檜皮青少年奉仕委員長
高島国際奉仕委員長

♬SONG : 「日も風も星も」
■ガーデンオリエンタル大阪移動例会
●卓話　クラブ奉仕委員会

クラブフォーラム
　村上 俊二 委員長
■第2回8月度理事会
　14：00～



2022-23年度第1349回（第1回例会）
幹事報告 (7/7)

幹事  井本 万尋

みなさんこんにちは。本年度が始まりました。宜しくお
願いします。
幹事報告いたします。

（行事予定）

■本日は、第1回目の例会で会長・幹事方針となって
おります。
　栗山会長、私井本が方針表明いたします。宜しくお
願い申し上げます。

■7月14日（木）は、5大奉仕委員長活動方針発表
　村上クラブ奉仕委員長・北村（薫）職業奉仕委員
長・北口社会奉仕委員長・檜皮青少年奉仕委員長・
高島国際奉仕委員長宜しくお願い申し上げます。

■7月21日（木）はクラブ奉仕委員会によるクラブ
フォーラムとなっております。
　当日はホテルニューオータニが使用できないため
移動例会となります。

　場所：ザ・ガーデンオリエンタル大阪
　時間：12：30～

    第2回8月度理事会
　時間：14：10～15：00

　◇直前会長・幹事慰労会
　場所：天満橋キャッスルホテル天満橋錦城閣
　時間：18：00～

■7月28日（木）、小委員会活動方針発表
　戸田例会運営小委員長・嶽下会員増強維持小委
員長・西田会員研修小委員長・上瀬親睦活動小委
員長・村橋SAA・辻会計ご準備宜しくお願い申し上
げます。

■8月4日（木）、会員増強維持小委員会
　嶽下小委員長宜しくお願い申し上げます。

　※第3回9月度理事会

（地区関係）

■7月16日（土）、合同地区委員会
　場所：大阪YMCAホール
　時間：13：30～

■7月19日（火）、IM6組会長幹事会（第2回）
　場所：大阪倶楽部
　時間：18：00～

■7月23日（土）、クラブ米山委員長・カウンセラー研
修会
　場所：大阪YMCAホール
　時間：14：00～

■8月2日（火）～3日（水）、IAC国内研修（広島）

■8月6日（土）、クラブ奉仕委員長会議
　場所：大阪YMCA国際文化センター

い立ち、経験、がさまざまであること、公平さとはすべ
ての参加者がそれぞれのニーズに応じて親しみやす
く生産的な経験から得られるようさまざまなレベルの
支援、機会、資源を提供すること、インクルージョンと
はすべての人が歓迎され、尊重され、大切にされる経
験を想像されることされております。

我々もこれから深くDEIの認識を高め理解を深めると
共に、クラブ内や地域社会で行動を起こすことが求
められております。

以上です。ありがとうございました。



こんにちは、

今年度会長を務めさせていただきます栗山博道で
ございます。どうか皆様1年間ご協力何卒よろしくお
願い申し上げます。会長の方針を話す前に、最近入
会された方も多いので簡単に自己紹介をさせてい
ただきます。

1961年3月7日生まれ、現在61歳です。

1985年年関西医科大学を卒業し、関西医科大学耳
鼻咽喉科教室に入局しました。当時教室を主宰して
いた熊沢忠躬教授は守口ロータリークラブより
2660地区1995-1996年度のガバナーに就任され
ております。

卒後1年間大学で非常に厳しいし研修を受けました。
1986年より大阪市北区中崎町にあった郵政省の病
院、国立大阪北逓信病院に出向しました。当時の部
長が高島先生で、2年間手術をはじめ医師、人として
の教育を受けさせてだきました。

1991年から1993年まで3年間、米国ジョージア州、
ミシガン州に内耳研究のため留学しておりましたが、
毎日モルモットを相手にしておりましたので、英会話
は全く出来ません。帰国後は関西医科大学耳鼻咽喉
科教室に戻り、研究では内耳、臨床では中耳手術を
中心に勤務しました。2007年父の跡を継いで、門真
古川橋で耳鼻咽喉科を開業しております。2010年に
高島先生、泉会員より推薦して頂き、大阪中之島ロー
タリークラブの会員となりました。入会後地区には今
はなくなりましたがロータリー財団、研究グループ交
換に、また米山奨学委員会にも出向してまいりました。
当クラブではベトナムダナン病院におけるVTT

（Vocational Training Team－職業訓練チーム）プロ
ジェクトに携わりました。このプロジェクトは当時の宮
里財団委員長の協力の下、グローバルグラント
92,800ドルを用いて、ベトナムダナン病院に鼻内内
視鏡手術機器を贈るだけでなく、その機器を使って
ダナン病院の医師を手術できるように教育するプロ
ジェクトです。2016年1月11日に鼻内内視鏡手術機
器の贈呈式に始まり、1月28日までの17日間で関西
医大医師4名によりダナン病院の耳鼻咽喉科医に26
例の鼻内内視鏡手術研修を行いました。その後毎年
ダナン病院を訪問しておりますが、ダナン病院では鼻
内内視鏡手術が年間500症例行われていることに驚
いております。2020年1月にダナン病院訪問を最後
に、5年間のプロジェクトは無事終了致しました。

さて栗山年度の方針ですが大阪中之島ロータリーク
ラブを宮里ガバナーの地区方針である「魅力ある・元
気ある・個性ある」クラブにしていきたいと考えており
ます。そのためには皆様がロータリーの中核的価値
観である親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ
を行動規範とすることです。また私はロータリーの原
点である親睦と奉仕を重視します。そこで会員同士
の親睦を深めることが、楽しく奉仕活動を行う上で大
変重要であると考えております。親睦の第一歩は例
会出席です。会員の皆様は例会出席をさらに励んで
ください。宜しくお願い致します。

今年度の奉仕活動ですが社会奉仕委員長の北口会
員より8月9日前年度上瀬会員からの持越しの西成
子ども食堂の子供たちとの夏祭りが行われると聞い
ております。また成美学寮の職員の慰労会も例年通
り行うとのことです。国際奉仕委員長の高島会員から
はモンゴルへの視察、ベトナムダナン病院への再訪
問、姉妹クラブ台北福齢クラブへの訪問等の計画を
伺っております。職業奉仕委員長の北村薫会員より
11月17日に移動例会を舞鶴の林ベニヤ産業の工場
見学を、また来年4月には朝日カルチャーセンターで
の出前授業も行うと伺っております。青少年奉仕委員
長の檜皮会員より8月2，3日にインターアクトの国内
研修が広島で行われると聞いております。各奉仕委
員長、奉仕委員の皆さまは楽しんで奉仕に励んでく
ださい。

また新入会員の増強もクラブを元気にするには必要

2022-23年度　大阪中之島ロータリークラブの活動方針

会長　栗山 博道
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不可欠であると考えております。どうか皆さまご協力
お願い申し上げます。

ロータリークラブは親睦団体であり、営利団体の会社
の役員会ではありません。ですから多数決をもって良
とすることは避けたいです。少数意見を吸い上げ、会

員の合意に基づくことで物事を一つずつ丁寧に決め
ていきたいと考えております。今年一年大阪中之島
ロータリークラブを「魅力ある・元気ある・個性ある」
クラブにする為、皆様のご理解とご協力を宜しくお願
い申し上げます。

こんにちは、今年度の幹事を拝命しました井本です。
本日より1年間皆様どうぞよろしくお願い致します。

まずは、昨年度、一昨年からのコロナ禍の中、1年間
北村直前会長、嶽下直前幹事本当にお疲れ様でした。
北村直前会長におかれましては上半期辻前会長の
ご逝去の後、非常にクラブの局面が難しい中、下半
期を完璧にお努め頂き、また嶽下直前幹事におかれ
ましても、辻前会長が不在の中の理事会運営、例会
運営、各行事のさばきを見事にこなされ、本当に感謝
致しております。お疲れ様でございました。

栗山会長からのお誘い

思い起こせば、今から3年半前の当時の会長幹事、
西田会長、藤本幹事の年度に私は親睦活動小委
員長として、大阪中之島RCのクリスマス会（年末親
睦家族会）を開催に向け励んでおりました。当時の
親睦委員の皆さんと新入会員の皆さんのお陰もあ
り、年末親睦家族会は見事に盛況に終わり、当時、
西田会長、藤本幹事がすごく喜んでおられたのを
覚えております。

その年末親睦会の席において、栗山さんと戸田さ
んにお声かけ頂き、親睦活動小委員長として慰労
をかねて帝国ホテル大阪の中華料理のジャスミン

ガーデンでお食事をごちそうになりました。てっき
り私は親睦活動小委員長として慰労をして頂いて
いるもの勘違いをしロータリーって一生懸命すれ
ば、こんなこともあるんだなーを思っておりました
が、まったく疑わず、今年度の幹事のお話を頂きま
した。入会して7年間、幹事の仕事内容もよくわか
らず、ボーっとしてきた私に務まるかどうかわかり
ませんがクラブの為にまた栗山会長のお役に立つ
のであればと思い感謝の気持ちでお引き受けいた
しました。昨年よりノミニー理事会の参加を副幹事
として出席させて頂き、理事、役員の方のご意見を
聞き、細則、定款に触れ自分がロータリーを殆ど理
解していないことを痛感致しました。前任の嶽下
前幹事の経験豊富な例会運営さばきをそばから
拝見し、次年度は私が果たして務まるのか？と不安
な思いもありますが、何とか皆様方にご教授いた
だきながら本日を迎えるに至りました。

ロータリーの入会

大学を卒業して、生命保険会社の社員として本社
勤務もし、一念発起で保険代理店業界として独立
した私にとって、独立後、2年目の37歳の時にお仕
事の関係でお会いしたのが紹介者である辻義光
会員でした。

辻さんの強い経営者像、優しいお人柄に憧れ、い
つの間にか辻会員に会社の設立の報告、会社の発
展の報告をするようになっておりました。私も、辻さ
んと7年ほどたった時に、ふと、辻さんにお誘いい
ただき、軽はずみでロータリーの見学に参りますと
言ったものの、少し反省しましたが、妙に自分の尊
敬する経営者の辻さんにお誘いを受けたらさすが
に断れないなあと妙に納得したのを昨日の様に覚
えております。2015年4月に忘れもしない太閤園
で入会をさせて頂き、偶然にも戸田会員と同日入
会させていただきました。



そこから、米山奨学生のカウンセラーをさせて頂
いたり、25周年では大阪東RCと開明中学校・高等
学校インターアクトの設立共同提唱の担当をさせ
ていただき、その後もインターアクト担当として海
外研修にも参加させていただいたり、親睦活動委
員長、社会奉仕委員長、公共イメージ向上委員会
への地区出向を経て現在に至ります。同好会では
入会当時から野球部に所属し、この年では普段で
は経験できない青春を経験させていただいており
ます。

この7年間で会社の体質はおかげさまで強くなり、
私が少々いなくても会社が自立回転できるように
なりました。いや、もしくは私がロータリーに時間を
割きたいから自ら会社をそのように仕上げてきた
のかもしれません。今思い返せば、辻会員にお誘
いいただいたあの瞬間から会社を発展すべく、自
分自身を磨くために飛び込んだような気もします。
感謝いたします。

今年度

まず今年度はコロナ明けでロータリーすべての事
業が再スタートを切る年となりそうです。

各委員長より年次計画書をもとに各事業を進めて
いただく予定ですがこの2年もの間、コロナ禍にお
いて十分な奉仕活動、親睦活動が取れていなかっ
たため、各委員会ともに力の入った内容となってい
るように思われます。

また、例会開催場所も一昨年までの太閤園より、ホ
テルニューオータニに変わり、年間40回の例会開
催も予定しておりますが、クラブの資金余裕もひっ
迫している状況からも今年度中に年会費の見直し、
移動例会等の導入等手を打たないといけない段
階にも来ております。皆様方のご協力・ご理解とも
宜しくお願い申し上げます。奉仕活動資金の面に
おいてもニコニコの収入を近年最高の213万を目
標にしております。よろしくお願いします。

地区にとっては

また、今年度は1922年日本で2番目となる大阪RC
が誕生して100年を迎える年であること。地区の
テーマは「大阪のロータリー100周年を祝おう！」と
なっております。

いろんなイベントも用意されています。

また我がクラブも1992年10月29日大阪大手前
RCをスポンサークラブとして誕生して30年の節目

を迎えます。本年は記念すべき年であり、30周年
記念式典も控えており身の引き締まる思いです。
何としてでも限られた予算の中より、実りのある記
念事業の準備を整え、盛大で華やかに記憶にも記
録にも残る30周年記念式典大阪中之島RCを全員
でを成功裏に導くことのお手伝いが出来ればと
思っております。緊張感はありますが、責任も重大
ではありますが楽しんで1年間の事業に取り組み
たいと思います。

百事諧

最後に先日、父が亡くなり実家を片付けております
と、井本家に先祖が残した「扁額（へんがく）」という
か、「表装」がございまして、そこには、「百事諧
（ひゃくじととのう）」と書いてございました。私は何
かわからず、調べてみますと、茶道のことばであり、
ここで使う、諧（ととのう）という意味は、全ての物、
全てのことがあるべき処に収まり、全体としてバラ
ンス、調和がとれ、和んでいる状態を指しているこ
とだそうです。

このためには、位置、順序、動作の流れがきちんと
出来て初めて諧（ととのう）というように教えられて
います。

―――――――――――――――――――――

百事、つまり全ての事が和んでいるようにするため
には位置、順序、動作を捉えることが大切であり、こ
の流れをきちんとできるようにするには自分自身
の体と心に取り入れなければならないと思います。

①決め事としての位置を観る
例えば、茶道で言う露地のあり方や茶室のあり
方、あるいは主客のあり方などがこの位置と。
しっかりと位置を見詰めることが大切であると
言うこと。

②順序をしっかりと覚える
お点前をするときには、何度も順序をお稽古し
ます。しっかりと身体に覚え込ませで初めて見え
てくると言われています。

③動作を作る
自分勝手に動かず、動作は自分と相手との間合
いによって生まれるものである。ちゃんと相手と
自分の呼吸を計ることが大切な要素だとしてい
ます。

これら、位置、順序、動作の流れがきちんと出来て
初めて諧（ととのう）と言う事が出来るのだそうです。



Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より米山功労者の
表彰を受けました。

皆さん、こんにちは。

奨学生のペイです。

これから、私は近況報告を発表させていただきます。

まずは、六月に、大学に他のゼミで修論の調査結果
を発表しまして、他の教授からアドバイスをもらい、
修論の作成に大変助かりました。

米山奨学生 米山奨学生  劉 珮君

次に、今週の日曜日は上瀬さん、村木さんと一緒に米
山総会に参加してくれて、楽しい1日を過ごしまして、
ありがとうございます。

最後、今週の月曜日に地区学友委員会委員長の末松
さんに誘われて、職域訪問会に参加しました。今回の
訪問会のテーマは二つがあり、一つはバーテック会
社の経営理念とSDGsに対する取り組みについての
紹介です。もう一つはローターアクト活動の紹介で
す。私は訪問会からファミリービジネスの経営と企業
はどのようにSDGsを推進するのかについて、いろい
ろ勉強になりました。

また、今回訪問会に参加した者は6名しかいません
が、参加者は奨学生だけではなく、学友とローターア
クターも参加しましたので、皆は各自の意見を交流し
て、まるでシンポジウムのような感じです。

以上で、近況報告を終わります。これからもよろしくお
願いいたします。

宗森 厚樹 会員、ご入会おめでとうございます

ようこそ
! 大阪中之島ロータリークラブへ

私たちは何かをしようとしたときにどのように実行
し成果を上げるまでにしていくにはなかなか難し
いものがあります。

決して無理にととのえようとせず、位置をしっかり
見極め、順序を守り、動作に於いては相手をしっか

りと見ていくこれにより自ずと百事はととのうとあり
ました。

この言葉を胸に1年間頑張りたいと思います。

よろしくお願いします。ご静聴ありがとうございま
した。



7月7日のメニュー

口取り 玉子焼　山桃　道安宝珠喜　海老芝煮
 小鮎唐揚げ　鴨ロース汐焼　鱧皮南蛮
 サーモンチーズ　新丸十　鯵寿司　枝豆
 辛子蓮根

焚合せ 丸茄子　小芋　鰻山椒煮　隠元

焼　肴 銀鮭味噌漬　椎茸スライスアーモンド揚げ
 太刀魚葱巻照焼　伽羅蕗

御　飯 とうもろこしベーコン御飯　アスパラ

煮物椀 薄葛仕立て　水雲真丈丸　御所麩　ひょっつる麺
 蓮餅　艾生姜

デザート 桃ゼリー寄せ　ヨーグルトソース　ミント

2022年 7月 12日 
 

 
 

台北福齡  
  王俊傑(P.HIYES) 
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栗山：栗山年度が始まります。皆様どうか1年間ご協力
宜しくお願いいたします。

北村（讓）：栗山会長・井本幹事1年間頑張りましょう！体
調管理してください。

戸田：新年度ですね。会長、幹事よろしくお願いいたし
ます。

村上：新年度です。会長、幹事かつづ方針楽しみにし
ています。

井本：本日より新年度です。頼りない幹事ですが精一
杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。

村橋：栗山会長、井本幹事新年度のスタートを迎え1
年間宜しくお願いします。

辻：栗山会長、井本幹事1年間よろしくお願いいたしま
す。ニコニコ

檜皮：七夕飾りの短冊に「栗山年度が素晴らしい1年
になるように！」と書きました。
栗山会長、井本幹事1年間よろしくお願いいた
します。

高島：栗山会長、井本幹事、ロータリーのあるべき姿
に大阪中之島RCをお導き下さい。

嶽下：新年度です。ニコニコ
上瀬：新年度ですね。よろしくお願いいたします。ニコ

ニコ
西田：栗山会長、井本幹事1年間よろしくお願いいた

します。ニコニコ
新：7月度お誕生日の早瀬会員、檜皮会員おめでとう
ございます。
小暑、七夕、暑さが本格的になります。皆様楽しく
お過ごしください。

藤本：栗山会長、井本幹事1年間よろしくお願いいた
します。

早瀬：期首です。ニコニコ
前田：今日は檜皮さんの誕生日らしいです。26歳？？
満村：新年度よろしくお願いいたします。
宗森：今日から入会です。よろしくお願いいたします。
村木：新年度ですね。ニコニコ
下岡：新年度です。ニコニコ
植屋：栗山会長、井本幹事1年間よろしくお願いいた

します。
清水：七夕ですね。来る途中電車内で財布を見つけて

落とし主に渡しました。
いい事をしました。ニコニコ

梅原：栗山会長、井本幹事1年間よろしくお願いいた
します。

吉田：新年度です。よろしくお願いいたします。
北村薫さん、甲子園の写真たくさん有難うござ
いました。

本日合計 : ￥60,000
累　計 : ￥60,000

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 0名
名誉会員数 4名 外国ビジター 0名
出席者 28名 国内ゲスト 0名
欠席者 8名 外国ゲスト 1名

出席率 77.77 %
6月9日の修正出席率 80.55 %

▲お誕生日のお祝い：左より檜皮 悦子会員・早瀬 道圓会員・
　栗山 博道会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より北口 竜輔会員・北村 讓会員・
　井本 万尋幹事・栗山 博道会長

●本日のゲスト
米山奨学生 劉　 珮君 様


