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第 2127 回例会  令和元年 8 月 26 日（月曜日）第 6 号  

 
本日の例会 ８月２６日（月）    第２例会 

● ソ ン グ 『町に灯を』 

● 卓   話 『 夏の思い出 』 

担当：藤原 英夫会員 

次回の例会 ９月２日（月）    第１例会 

● 卓  話 

● スピーカー 

『 安全文化について  』 

元三菱重工業（株） 

神戸造船所長 河野 文紀 様 

担当：佐藤 三千秋会員 

前回の例会 ８月５日（月）    第１例会 

● ビジター 大阪北ＲＣ        廣田 元孝 様 

 
会 長 挨 拶         会長 佐井 義昌 

皆様、こんにちは。本日の卓話の時間は久武奈

緒美会員と名村美紀会員のイニシャルスピーチで

す。よろしくお願いします。 

今年度、はじめての夜例会です。初めのうちは

時間帯などで、戸惑うこともあるかと思いますが

よろしくお願いします。8 月に入りましたが 7 月

に引き続き記録的な猛暑が続いています。 

さて、8 月はロータリー会員増強拡大月間とな

っております。当クラブも会員増強については重

要課題として取り組んでおります。クラブとしま

しても、この夜例会を有効に活用していただき、

会員の皆様のお知り合いやご友人を迎えるよい機

会になりますよう願っております 

 

 

幹 事 報 告         幹事 浅野 光男 

1.次回例会終了後、第 2回定例理事役員会を 2階

の「ゆう」にて開催いたします。 

理事役員の皆様には宜しくお願い致します。 

2.8 月 12 日は山の日の振替休日、19 日は夏季休

会となり、2 回続けて休会になりますのでお間違

えの無いようご確認をお願い致します。 

ニコニコ箱報告       ＳＡＡ 伊藤 雄一 

大阪北ロータリークラブ  廣田元孝様 

佐井会長、後 11ヶ月頑張ってください。 

佐井会長 酷暑ですね。身体に気を付けて下さい 

イニシャルスピーチ     久武 奈緒美会員  

この度、東大阪中央ロータリークラブに入会さ

せて頂く事になりました久武奈緒美と申します。 

初めは、主人が事業主になり 3 年が経ちましたの

で、何か事業に役に立つクラブに入るのはどうか

と思っていましたところ、フェイスブックで岩橋

先生が東大阪中央ロータリークラブの活動をあげ

ていらして、どのようなクラブなのかお尋ねした

のがきっかけでした。ちょうど私も、自宅でヘッ

ドリラクゼーションのサロンをオープンする時だ

ったので、岩橋先生は主人ではなく私に入会を勧

めて下さいました。 

ロータリークラブは、経営者の方々が入会でき

るクラブで、しかも主人からもいろんなクラブが

ある中でも一番上の大きな組織であることを聞

き、私なんてとても敷居の高いところだと思って
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いました。 

そんな私を、快く例会に招いてくださり、とても

緊張していましたが、会員の皆様は紳士的な方た

ちばかりで、優しく迎えてくださったので、何も

わからないけどこれは私にとって、もう一歩前進

するチャンスなのかもしれないと思い、入会を決

めさせていただきました。 

他のクラブのことはよくわかりませんが、信頼

している岩橋先生や、時々お名前を伺っていた岡

本さんが何年も東大阪中央ロータリークラブでご

奉仕されていること、国際飢餓対策機構など様々

なところで社会奉仕活動をされていることが、入

会を決めさせて頂いた一番の理由です。岡本さん

のお母様も、私が所属しています教会で、子ども

食堂を立ち上げたりと素晴らしいご奉仕をしてお

られます。 

この様な、学歴も知識もない私を、この東大阪

中央ロータリークラブに暖かく迎え入れてくださ

り、ご一緒に社会奉仕活動させていただけますこ

とを、心から感謝しています。 

さて、このように人前でお話するのはとても苦

手なのですが、私の自己紹介を少しさせていただ

きたいと思いますので、しばらくお付き合いくだ

さい。 

私は、大阪府柏原市で長女として生まれ、一つ下

の妹と、4つ下の弟がいます。 

子どもの頃はとても真面目で大人しく、(今そん

なことを言っても誰も信じてくれませんが)、引っ

込み思案の性格でした。成長する中で、両親の離

婚や、私自身早くに結婚、出産、離婚と、いろんな

経験をする中で、心身共に段々と強く、図太くな

ってきたように思います。 

一回目の結婚で、3人の娘たちに恵まれました。 

そして、二回目に 6歳年下の主人と出会い、3人の

息子たちが与えられました。 

息子達は、中 1、小 6、小 4で、まだまだ子育て真

っ最中ですが、娘たちは 3 人とも結婚し、孫も全

員で 5人います。4家族が集まると、とても賑やか

で、食事の準備も大変です。大変ですが、家族全員

が集まった時が一番幸せです。 

再婚して長男を妊娠、出産する時、高齢でもあ

ったので、とてもしんどく辛かったです。そして

次男をすぐに妊娠しました。このままの体では、

無事に出産して子育てができるのかとても不安に

思っていた時にヨガと出会い、長男を連れて毎週

八尾から心斎橋まで通っていました。三男を妊娠、

出産するまで通い続け、そこでベビーマッサージ

のインストラクターの資格も取らせていただい

て、三男が保育園に行きだしてからは、通ってい

たヨガ教室から助産院などで、ベビーマッサージ

やマタニティーヨーガのインストラクターとして

お手伝いさせて頂くようになりました。ヨガをま

なぶことで、食事のことや、できるだけ体に優し

いものを取り入れたいと思うようになりました。

そこで、ヘナや、ヘッドマッサージを指導されて

いるインドの先生とも出会わせていただき、自宅

サロンができるように学ばせて頂いて今に至りま

す。 

へナは、インドの農地に生えているとてもエネ

ルギーのあるハーブで、髪と頭皮に優しい白髪染

めとじて日本でもはやりつつありますが、それだ

けでなく様々な効果があり代表的なのは、体の中

に溜まっている悪いものを排出するデトックス効

果があります。また、ご興味がありましたら聞い

てください。 

ロータリークラブと一緒で、まだまだ始めたば

かりで手探り状態ですが、どちらも後悔しないよ

うに頑張っていきたいと思っています。 

最後に、主人の事を少し紹介させていただきま

す。主人は、育ての親でもあります叔父が自営し

ていた、井筒精工という会社で働いていましたが、

3 年前に叔父から引き継いで、今は一人で営んで

います。仕事は取引先からもとても評判が良く、

一人で切り盛りしていますが、経営者としてはま

だまだ知識も悪戦苦闘しています。また諸先輩方

から、主人にも何かアドバイスやご指導をいただ

けたら嬉しく思いますので宜しくお願い致します 

新年度の活動はこれからということで、どんな

ことに関わらせていただけるのかとてもわくわく

しています。わからないことだらけですが、どう

かご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたしま

す。最後までお付き合いいただきましてありがと

うございました。 

イニシャルスピーチ      名村 美紀会員 

皆様、こんばんは。 

七月一日より東大阪中央ロータリークラブに入

会させて頂くことになりました名村美紀と申しま

す。 

入会に際しまして、推薦人でもある藤原様、浅

野様に今回、大変お世話になり東大阪中央ロータ

リークラブの初の女性会員としまして、会員の皆

様に暖かく歓迎して頂きました。改めて心より感

謝と御礼を申し上げます。 

藤原様、浅野様とは五～六年前に全日空ホテル
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内にあります社交クラブの「清交社」のワイン会

で初めてお会いさせていただきました。お二人に

はロータリークラブのメンバー様を事ある事にた

くさん紹介して頂きました。清交社のワイン会の

他にも東大阪のふれあい祭りの花火大会、飛鳥カ

ンツリーでのチャリティーゴルフコンペ、年末の

餅つき大会などなど、色んな行事に声をかけて頂

きまして、有意義な時間を過ごすことが出来、親

交を深めて参りました。 

その中でたびたびロータリークラブの話を伺う

ことがありました。その話の中でまだ東大阪中央

ロータリークラブに女性メンバーがいないという

事で、初の女性メンバーになってはどうか？と言

って頂きまして、初めは私に務まるかどうか不安

でしたが、優しく丁寧にロータリークラブのお話

を伺うにつれ興味が湧いてまいりました。そのタ

イミングで今回、7 月から女性メンバーが入会す

ると言われまして、女性メンバーが私だけじゃな

いのなら心強いなと思い、今回、入会させて頂く

運びとなりました。 

入会させて頂きまして、丸一カ月が経ち、まだ

右も左も分からない状況にあり、ご迷惑をお掛け

しているかと思いますが、ロータリークラブの主

旨を一日も早く理解出来る様つとめ参りたいと思

っております。 

 今回、イニシャルスピーチとの事で四十八年間

の「私の履歴書」を簡単、簡潔にお話させて頂きた

いと思っています。 

一九七一年六月十三日、宮崎県の延岡市で誕生

致しました。家族構成は両親、兄、姉、私の五人家

族でして、3人兄弟の末っ子です。父は 10年前に

亡くなりましたが、祖父が始めた「計量、度量衝」

の会社を継いで経営しておりました。今は兄が家

業を継いでおります。母はちぎり絵をしておりま

してお店に飾っているちぎり絵はすべて母の作品

です。姉は宮崎で公務員獣医師をしております。

私は十八才で延岡の高校を卒業しまして、福岡で

大学生活を送り、就職で大阪に出て参りました。

初めて就職で大阪に出て来た日を今でも鮮明に覚

えてまして、南森町が本社の会社だったんですが、

九州から出て来た田舎者の私が、今まで電車と言

えば、旅行の時しか乗った事がなく、大阪の地下

鉄の本数の多さにまずビックリしてしまい南森町

に行きたいのですが、行き方がまったく分からず

梅田の地下街を大きな荷物を抱えて、何時間も行

ったり来たり右往左往して、半泣きにしたのを今

でも覚えています。 

その時に初めて地下鉄の梅田には「梅田駅・西梅

田駅・東梅田駅」となんと三つもあるのに気付い

て大阪は何て大都会なんだろうとビックリした事

を今でも覚えています。 

それから大阪でのＯＬ生活が始まりましたが、

当たり前ですが学生時代と違い親からの仕送りも

一切無くお給料だけで毎日ぎりぎりの貧乏ＯＬ生

活を送っていまして、これは何かアルバイトを始

めないと…と思いまして、経験は無かったのです

が二十三才の時に北新地でアルバイトを始めまし

た。その時のオーナーや仲間達が皆、良い方ばか

りでそのお店で十年近く勤めさせて頂きました。

それが今の業であるビジネスの始まりです。人生

で一番働いたのがその時でして、昼はＯＬ，夜は

北新地でアルバイト、月曜～土曜まで、ほぼ寝る

暇もなく一生懸命働いたのが今でも良い思い出で

す。若かったから出来た事で今、同じ事をやった

らすぐに倒れてしまいます(笑) 

 お世話になったそのお店を三十三才で卒業しま

して、そこから独立して「ダイニング バー」と言

う形で初めて自分のお店を持ちました。大阪から

ＯＬで出て来た私がまさか三十三才で自分の店を

経営するとは思ってみなかったですし、自分でも

ビックリしています。本当に人生、分からないも

のです。三十三才で独立しまして今のお店を持ち

まして、今年で十五年目に入ります。この十五年

間、紆余曲折ありましたが色んな方に支えられ、

また助けられ今まで出会った方々に心から感謝し

ています。大変な事もたくさんありましたが、独

立して本当に良かったなと今では思っております 

あと週に一度はお店でイベントを開催しており

まして、異業種交流会、ピアノライブ、ヴァイオリ

ンライブ、ボーリング大会、ゴルフコンペ、登山教

室、酒蔵ツアー等々楽しいイベントを企画致しま

してお客様と一緒にイベントを楽しんでおりま

す。お店はこの十五年間日曜日以外は営業してお

りまして、祝日・ゴールデンウイーク・お盆・年末

は三十一日の大晦日まで営業しております。北新

地で休みの日に開けているのはうちの店ぐらいだ

といつも皆さんに笑われています。これからも「お

もてなし」の心を忘れずに笑顔で頑張って行きま

すので応援の程よろしくお願い致します。 

最後にご縁があって東大阪中央ロータリークラ

ブに入会させて頂きましたので楽しみながらクラ

ブライフをエンジョイしていきたいと思っており

ます。まだ何も分からない状況ではありますが頑

張って行きますので、皆様どうか私にご指導ご鞭
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撻のほど宜しくお願い致します。 

 今は女性会員が二人だけですが、女性が入会し

たいなと思うクラブにこれからしていきたいと思

いますし、その手本になれたらいいなと思ってお

ります。また東大阪中央ロータリークラブが再来

年五十周年を迎えるという事をお聞きしました。

私が生まれた年にこの東大阪中央ロータリークラ

ブが誕生したと思うと、偶然と同時にこのロータ

リークラブの歴史と重みを感じました。 

 父と兄が入っていましたロータリークラブにま

さか私が入るとは夢にも思いませんでしたが今

回、素晴らしいご縁に恵まれ東大阪中央ロータリ

ークラブに入会させて頂きましたので、今後とも

末永いお付き合いをお願い致しまして、私のイニ

シャルスピーチを終わらせて頂きます。まだまだ

未熟者ではございますが、これからもどうぞよろ

しくお願い致します。ありがとうございました。 

青少年交換プログラム報告   岩橋 竜介会員 

昨年度、青少年交換プログラムで、アメリカの

ニューヨーク州・キャントン RC に派遣されてい

た、岩橋映美さんが 2660 地区の帰国学生報告会に

出席し、1年間の留学で経験したことや、教えられ

たことなどを報告しました。留学を通して気づい

たこと、新しい発見をしたことを「My Discovery 

（私の発見）」と題して、4つの発見を語りました。

ロータリークラブのこと、学校生活のこと、家族・

友達のこと、そして自分について発見したことを

シェアしました。今後は ROTEX として、今季来日

したアメリカ人の学生のカウンセラーとして支え

ることになりました。皆さんのご支援を感謝しま

す。 

 

 

 

 

 

 
8 月 24 日土曜日、シティプラザ大阪にて。 

 


