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Serve to Change Lives

金山信利幹事
〇2022年6月4日～8日の5日間で行われるロータリー国際
大会（アメリカ・ヒューストン）についてのご案内が届い
ておりますので、山本智重国際奉仕委員長に回付しまし
た。
〇先週の会長の時間でもお伝えしましたが、来週1月14日
（金）の第2例会の卓話前に、事務局を33年間務められた
髙谷さんに感謝の気持ちを伝える簡単なセレモニーを
行いますのでご出席をお願いいたします。
〇国際ロータリー日本事務局（東京都港区）は、変異株「オ
ミクロン株」の市中感染を含む急速な感染拡大の懸念を
受けて、在宅勤務を延長します。

内藤喬皓副会長 
　2019年後半から始まったコロナ騒動も足掛け4年目と
なり、また新型のオミクロンが勢いを増して来ている中、
新年の集まりを開催する事が出来、皆様にお目にかかれ
ました事をお喜び申し上げます。 
　去年はコロナ禍で不安な情勢の中、休会が続きWeb例
会という新しい形式を取り入れる等、様々な変革工夫が
なされた年となりました。又、年末の家族会は幹事様には
大変ご苦労があった事と思いますが、楽しい一時を共に
1年を締めくくる事が出来ました。 
　私が副会長を仰せ遣って半期が過ぎました。この役職
に付いて思いますのが、会長様・幹事様をはじめメンバー
様方が、老・荘・青と実にバランスの良いクラブで有ると
思います。特にロータリー歴の浅いメンバー様のご活躍
は非常に頼もしく、これからのクラブの勢いを感じてお
ります。 
　83歳でヨットで太平洋横断に再度チャレンジを志して
いる堀江謙一氏は「人間は目標を持って進んで行けば充
実した人生を送る事が出来る」と申されています。私もこ
れからも公私にわたって目標を持ち、そこに楽しみを見
い出して歩んで行きたいと思います。 
　本年も残り半期、微力ながら頑張ろうと思いますので、
皆様どうぞご協力の程、宜しくお願いいたします。

◆ 幹 事 報 告 ◆

◆ 新年副会長挨拶 ◆1月14日（第2例会）

1月21日（第3例会）

1月28日（第4例会）

次週のお知らせ次週のお知らせ次週のお知らせ

●場所
●卓話

●食膳
●次年度理事会

●クラブフォーラム

シェラトン都ホテル大阪 3階 志摩の間
「ロータリーの職業奉仕　歴史と変遷」

地区職業奉仕委員会　副委員長
小谷逸朗氏

地区職業奉仕委員会　副委員長
川上和之氏

（宮田正人職業奉仕委員長担当）
＜フランス　魚料理＞
　　　　11：30～
シェラトン都ホテル大阪 3階 ホワイエ
　　　　　（職業奉仕）
　　　　13：40～15：00
シェラトン都ホテル大阪 3階 金剛の間

●場所
●卓話

●食膳
●クラブ協議会

シェラトン都ホテル大阪 3階 志摩の間
「風水の話」

小原一眞会員
＜中国　御膳料理＞
　　　　13：40～15：00
シェラトン都ホテル大阪 3階 葛城の間

●場所
●卓話

シェラトン都ホテル大阪 3階 志摩の間
「死刑制度について」

中本和洋会員

次々週のお知らせ次々週のお知らせ次々週のお知らせ

本日の例会本日の例会本日の例会本 日 の 例 会本 日 の 例 会本 日 の 例 会

●出席報告

ホームクラブ出席率90.47％
12月17日（第3例会）補正出席率100％（MU6名）

1月7日（第1例会）先 週 の 記 録先 週 の 記 録先 週 の 記 録

出席会員38名（内免除会員8名）
会員総数46名（同上12名）
ゲスト　  0名
ビジター  0名

計38名



会員増強にご協力を！！

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

〈4つのテスト〉言行はこれに照らしてから

職業奉仕委員会　宮田正人委員長
　1月14日（金）、例会に引き続きクラブフォーラム（職業奉
仕）を開催いたします。多数のご出席をお待ちしております。
　なお、事前のご案内では13：40～15：00となっております
が、コロナ対策という事で13：40～14：30と時間を短縮して
開催いたします。

ロータリー財団・米山奨学委員会　村上泰啓委員長
　12月24日（金）の例会の際に、これまでにロータリー財
団・米山奨学へのご寄付を頂いた方のお名前を申し上げま
したが、例会終了後に今井会員からご寄付を頂きましたの
で、その旨ご報告いたします。引き続き皆様のご協力をよろ
しくお願い申し上げます。

親睦・出席委員会　山本英樹委員長
　本日、春の家族会の案内を配付しております。多くの方の
ご参加をお待ちしております。コロナが気がかりではあり
ますが、今後の検討事項といたします。

梅崎道夫会員
　私は、1950（昭和25）年生まれで、今年6回目の年男を迎
えることになりました。兵庫県の西宮市で生まれ育ち、現
在に至るまで西宮市以外の町に住んだことはありませ
ん。私の家は、関西学院大学のすぐ近所にありました。幼
稚園は、関西学院教会付属の幼稚園、小学校はすぐ近くの
上ヶ原小学校、中学もすぐ近くの関西学院中学部に入学
し、そのまま関西学院高等部、関西学院大学まで、すべて
徒歩で学校に通いました。
　私の人生での大きな出会いは、関学中学部の部長先生
です。この先生は素晴らしい人格者で、礼拝の時間などで
この先生のお話を聞くたびに、大変感動したものです。私
は人生で困ったとき、迷ったときには、必ずこの先生の教
えを思い出すようにしています。おかげさまで、これまで
の人生を大過なく過ごすことができました。
　私の目下の目標は、7回目の年男も現役のまま、大阪城
南ロータリーの会員として迎えることです。

尾崎　巖会員
　本年とし男の尾崎巖です。1938（昭和13）年1月12日生
れ、84才です。偶成、格言にありますように「光陰矢の如し」
と、いつの間か84才になりました。
　私の人生の目標は104才位生きれて、現在の仕事が現役
で100才位と社交ダンスも100才位デモストレーションで
きればなぁと思っております。残りの約4年は、皆様のよう
にボランティアや活動がしたいと思っております。
　格言にありますように、少にして学べば則ち壮にして為
すことあり　壮にして学べば則ち老いて衰えず　老いて学
べば則ち死して朽ちず
　私もとし男を期に頑張ってみたいと思います。今後共に
皆様のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

濱田由弘会員
　私もとうとう5回目の年男になりました。60歳になりま
す。自分自身ではまだ25歳位のつもりですが、娘3人いる
うちの2人は結婚しており孫もおります。
　考えてみればそろそろ落ち着かないといけませんね。
結婚生活も37年となり、妻には相変わらず冷たい仕打ち
ですのでいつ殺されるかもしれません。もっと年がいっ
て体の自由が利かなく成ってきたならばいじめられると
思います。人間年を重ねるとずるくなるのか要領がよく
なります。
　私が今まで生きてきて良かったと思うことは厳格な父
の下で育った事、社会人になって就職先での仕事の厳し
さがあった事などが今の自分を築く基になったのではな
いかと思います。
　大阪城南ロータリークラブは出席率も高いクラブなの
で、今後は例会に出席して色々な会員の方達と話しをし
てコミュニケーションを取り、私も含めて人生勉強して
頂いたらと思います。
　皆様、今後ともご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

まで内藤先生とお兄様の内藤理事長に懸命な治療をして頂
いたことを忘れることはできません。今でも心より両先生に
感謝しております。
　さて、父が亡くなり跡を継いだのですが、多くの得意先が
「ええお父さんやったな」と言って私を応援してくださった
のは有難いことでした。35歳の時に、私と会社双方の自信と
なったことがありましたので披露させてください。
　法面緑化のNo.1企業である岡山県の日本植生さんと肥料
袋付金網を共同で開発し、特許をとる事が出来ました。この
商品は日本植生さんのヒット商品となり、それを納入する当
社の安定した売り上げになりました。現在もその後続の関連
商品を納品しております。
　発売から約2年後に、この特許は社団法人発明協会の発明
奨励賞を受賞することとなりました。金賞・銀賞に続く一番
下の賞です。
　授賞式に参りますと、常陸宮殿下、華子妃殿下、両殿下ご臨
席の下、ソニーの創業者で当時の発明協会会長の井深大様か
ら賞状と盾を頂きました。大感激した私は式場を出てすぐに
母に授賞式の模様を電話で報告しました。母は電話の向こう
で泣いて喜んでくれました。母に少し親孝行ができたと思い
ました。私の昔話をしまして恐縮です。
　内藤先生からロータリークラブの入会のお誘いを受けた
時、御恩ある内藤先生のお誘いですが、酒飲みで未熟な私が
務まるのかと心配しながら入会させて頂きました。
　入会しますと色々な方と交流させて頂く中で勉強になる
事ばかりでした。また、学校から直ぐに会社に入った私は、大
きな組織に属した経験がないため、ロータリーの運営方法は
いろいろと参考になりました。昨年度は会長までさせて頂
き、よりロータリーについて学ぶ事が出来ました。
　今年も地区大会に参加しました時に、国際ロータリーの
シェカール・メータ会長、吉川ガバナーや他の役員の方々よ
りお話しを聞くことが出来ました。普段生活している中で
は、なかなか聞けないお話しで、何か世のためにお役に立ち
たいという気持ちになります。
　ロータリーは私にとって楽しみであり勉強であると思っ
ています。仕事においても、個人としても「4つのテスト」を心
掛けたいと思っています。
　そして、今後とも会員の皆様方と仲良くお付き合いさせて
頂きたいと希望しています。今後共どうぞよろしくお願いい
たします。

村上泰啓会員
　私は、内藤先生と山下元会員のご推薦で2007年に大阪城
南ロータリークラブに入会させて頂きました。今年で14年に
なります。
　私は大学を出てすぐに父の経営する会社に入りましたが、
私が30才の時、父が54歳で亡くなりました。父の最後の時

◆ 委 員 会 報 告 ◆

◆ 卓話（年男の辞）◆
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〈4つのテスト〉言行はこれに照らしてから

岡部泰鑑会員
　おめでとうございます。城南ロータリークラブに入会
して、4回目の年男です。4回目ともなりますと、お話しす
ることもネタ切れで、また今回は取りということで尚の
ことです。
　壬寅の五黄土星の今年、私は正に五黄の寅です。九星気
学で申しますと、今年は皆様にとって諸事、最強の年であ
ると同時に裏を返せば最悪の年ともいえます。世の中、変
化の年でもあります、寅年五黄土星の年や五黄土星の年
の出来事を少し話しましょう。
1905年　明治38年（五・土）　日露戦争勝利

ポーツマス条約調印
1914年　大正3年寅年（五・土）　第一次世界大戦勃発　

　 桜島噴火
1923年　大正12年（五・土）　関東大震災
1932年　昭和 7年（五・土）　上海事件　五・一五事件
1941年　昭和16年（五・土）　太平洋戦争勃発
1950年　昭和25年（五・土）　朝鮮戦争勃発
1959年　昭和34年（五・土）　伊勢湾台風
1968年　昭和43年（五・土）　小笠原返還協定調印

十勝沖地震
1977年　昭和52年（五・土）　戦後最大の不況到来

有珠山噴火
1986年　昭和61年寅年（五・土）　チェルノブイリ原発事

　　故　三原山噴火
1995年　平成 7年（五・土）　阪神・淡路大震災

地下鉄サリン事件
2004年　平成16年（五・土）　新潟中越地震

スマトラ沖地震・大津波
2013年　平成25年（五・土）　伊豆大島土砂災害（台風26

号）　フィリピン台風
けっこう天災の多い年です。今年も注意すべきと思います。
　史記に「虎を養いてうれいをのこす」とあります。災い
の元を絶やさないでおいて、後に大きな害を残す事のた
とえですが、私ももう一度足元を見直し、ゆっくり慎重に
一年を過ごしたいと思います。

遠田義大会員
　私も、今年還暦を迎えることになりました。数え年で61歳
は厄年であり、石清水八幡宮に厄払いに行って参りました。
去年は本当に私にとっては厄年でした。1月に新型コロナに
罹患して仕事を1ヶ月程休んだことをはじめとして、悪いこ
とばかりの1年でした。何だかんだいって60歳になり、つい
に年金をもらう年になりましたが、気持ちはまだ若いつも
りでおります。
　ちなみに父は卒寿になります。自分では60歳のつもりだ
と申しております。ロータリーのことも時々電話で聞いて
おります。もし父がロータリーに参加することがあれば、皆
様温かく迎えていただければと思います。

（編集担当　元氏・細川）

1月7日（第1例会ハイブリッド）
不安定なご時世ですが、時の流れは幸せな米寿を迎えま
した。

山口会員
明けましておめでとうございます。年賀状に代えまして。

山本（英）会員
新年おめでとうございます。皆様どうぞ宜しくお願いい
たします。

三宅会員
70才にはなりたくないのですが。

小原会員
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い
いたします。

金山会員
皆さんこんばんは。石濱は12月末で61才になりました。

石濱会員
54です。

佐伯会員
ついに還暦となりました。寅年生まれの巨人ファンです。

遠田会員
他、お祝い等　16件

に こ に こ 箱
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・

・

・

・

・

・

・

・

▲米寿お祝い ▲喜寿お祝い ▲古希お祝い

▲誕生日お祝い▲還暦お祝い ▲年男お祝い


