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≪９月０３日（木）例会ＫＫＲホテル２階「琴」≫ 

◎卓  話  「ロータリーの友月間に因んで」 

ロータリーの友 地区代表委員 木村芳樹様 

（大阪南 RC） 

 

♪本日の歌  ｢君が代」「四つのテスト」 

 

 

 

 

≪９月１０日（木）例会ＫＫＲホテル２階「琴」≫ 

◎卓  話  「教育界（私学）を取り巻く状況」 

村上靖平君 

              

 

 

 

≪８月２０日（木）例会≫ 

 会員数１９名 出席者１１名（７８．９％） 

 ＊７月１６日（木）例会修正出席率 ８７．５％ 

 会員数１９名 例会出席者１４名／ﾒｰｸｱｯﾌﾟ０名 

 

 

 

 

 

 

 

幹事 木戸章由君 

◎本日卓話に、ロータリーの友月間に因んで、地区

よりロータリーの友地区代表委員の木村芳樹様に

お越し頂いています。どうぞ宜しくお願い致しま

す。 

◎例会後、定例理事会を行います。 

◎次週（9/10）例会前に、吉﨑ガバナー補佐とのｸﾗ

ﾌﾞ協議会が行われ、引き続き例会にも参加されま

す。大谷ガバナー補佐エレクトも同席されます。

皆様の例会出席を宜しくお願い致します。 

 

≪８月度定例理事会議事録≫ 

日 時 2020 年 8 月 20 日（木）例会後 

場 所 KKR ホテル 2 階「琴」 

出席者 政岡、井上、北井、今中、表、谷口、木戸 

  オブザーバー：小寺 

◎８．９月行事予定 

8月 13日(木) 公休日 

8月 20日(木) 各委員会・定例理事会 

8月 21日(金) ＩＭ第４組会長会（木戸幹事） 

8月 27日(木) 公休日 

9月 3日(木) 定例理事会 

9月 5日(土) ｸﾗﾌﾞ職業奉仕委員長会議 

（田村国内担当） 

9月 10日(木) 吉﨑ガバナー補佐とのｸﾗﾌﾞ協議会 

9月 12日(土) Ｒ財団セミナー（島財団担当） 

9月 17日(木) 公休日 

9月 24日(木) ＧＭ 

9月 26日(土) 2020学年米山奨学委員長・カウン

セラー研修会」（村上米山担当） 

幹 事 報 告 



 

  

 

◎濱田君のオリエンテーションについて 

 オリエンテーションを公休日の 8月 27日(木)18時 

よりＫＫＲホテル 6階「清芳庵」にて開催。 

メンバーは、対象者の濱田君、政岡会長、北井会長

エレクト、井上直前会長、木戸幹事の 5名。 

◎ＩＭＲＤについて 

 小寺実行委員長より、ホテルとの打ち合わせを一度

行いたい旨と、開催するにあたってのコロナ対策

や、開催すべきかどうかの基準などは地区より指示

があるのかお尋ねしてみたい。 

◎今後の例会等について 

 大阪府のコロナ感染者、重症者の状況から各クラブ

の対応がバラバラなので、当クラブも一つの基準を

決めるべきではないかとの意見が出ています。 

ガバナー公式訪問、ガバナー補佐とのｸﾗﾌﾞ協議会に

ついては、予定通り行う方向です。 

◎お誕生日祝いについて 

 今中例会担当（親睦担当）より、例会長期欠席者、

栄誉会員のお祝いの扱いについて議案が出され、全

員に郵送や手渡しなど仕分けして配れるようにする

ことを確認致しました。 

 

 

                                         

会長 政岡政広君 

本日の会長の時間ですが、連日酷暑が続いています

ので暑さについてお話しさせて頂きたいと思います。 

1 週間連続の猛暑日が続いておりまして今日の大阪

は午前中から 35℃超、岩手県の釜石でも 36℃を超え

ました。 

私は日中、京都に居ましたが 13 時過ぎには 38℃と体

温を超える厳しい暑さとなりまして帽子を被って無

い私は頭にハンカチを乗せて日差しを遮らないと暑

いというよりも日差しがじりじりと痛い程でした。 

気象庁の発表でも、この異常な暑さは９月の中旬くら

いまでは続く見通しと言われていまして今では室内

でも適切に冷房を使ったり、こまめに水分や休養を摂 

 

る等しなければ、熱中症にかかる時代となりました。 

皆さんは最近よく眠れていますでしょうか？ 

私は最近夜中に寝汗をかいてよく目が覚めるので

すが、日中厳しい陽ざしで熱せられた建物は特に外

壁素材がコンクリートの場合コンクリートが蓄熱

してしまった輻射熱が、灼熱の太陽が沈んだ夜中に

なってからも、室内に輻射熱を約 10 時間かけて放

出し続け、就寝中も室温が下がらないので、快適な

睡眠を得るためにもエアコンを一日中つけっぱな

しにしたほうが快適な睡眠が得られやすいようで

す。 

また夜中に目が覚めた時にいつでも水分補給がで

きるように枕元にペットボトルの水等を置いてお

くのも熱中症予防になります。 

エアコンの付けっぱなしは電気代も気になるとこ

ろではございますが、以前世間で話題に上がってま

した留守中に冷暖房を切るのと一日中冷暖房を運

転する場合の電気代の差ですが、下がることはあっ

ても電気代が上がることはないようですので熱中

症予防や疲労回復の為にもおすすめ致します。 

またエアコンのフィルターを清掃し、ホームセンタ

ーなどで売られている室外機の遮熱パネルを付け

るだけで体感温度が 3～4°下がりましたので、この

暑さを乗り切るためにも皆様にも一度お試し頂け

たらと思います。 

 

 

 

「自 己 紹 介」 
                             

濱田進一君 

 濱田でございます。自己紹介とは言いましても不

慣れですので、お聞き苦しい点もあると思いますが

ご了承下さい。 

1973 年 2 月 28 日に大阪市平野区で産まれました。

47 歳です。家族構成の方は父母、姉弟と妻と子供が

男 2 人で 13 歳と 8 歳です。実はバツ 1 でしてバツ

２にはならないように現在必死で頑張っています。 

会 長 の 時 間 

卓 話 抄 録 



 

  

 

小中と高校の 1 年までなんですが、野球とラグビー

をしておりました。小学 1 年から野球をしておりま

してその頃は子供ながらにプロを夢見てほぼ毎日

野球づめでしたが、６年になった頃に野球肘になり

まして挫折しまして、中学からラグビーでフランカ

ーと言うポジション汗を流していました。言えばか

っこいいですが、中学では先輩のしごき、いじめと

言うくらい当時パワハラと言う言葉も無く当時は

当たり前な事だったと思います。後々思えばその頃

の日々の練習ときつい先輩のしごきに皆んなと耐

えてきた事で社会にでた際には生きて行く上で一

つ二つ必要な忍耐力と適応力等が備あった事も支

えとなっていたのかなとも思います。 

18 歳の頃はやりたい仕事もなく人生で 1 番色々な

アルバイトを経験しまして、色々な職種の方々と接

し、また社会勉強をしながらフラフラとしておりま

した。その頃お付き合いしてました彼女と結婚する

事になりまして防水会社に就職をして、今もその会

社とはお付き合いさせて頂いておりますが。その会

社で防水の職人として経験を積み 27 歳の頃に下請

として独立をしました。数年後法人なりをしまして

今期 15 期目となっております。 

独立当初は防水工事を主に営業しておりましたが、

徐々に付随工事も含め建物外壁の総合リニューア

ル工事業者として現在にいたります。塗り床コンク

リート保護美装製の役割、ゴムチップ、クッション

の役割今年はコロナの影響もあり工事が延期とな

ったりまた白紙になったりと厳しい状況となって

はいますが、まだまだ経済もガタガタな状況が続く

中で新たなチャレンジと知恵を絞って乗り切って

行かなければと思っております。 

若干暗い部分もありますが、コロナで良かった事と

言えば家族と子供と過ごす時間が増えた事と自粛

からランニングと食事制限で主に糖質制限で９キ

ロの減量ができまして身体軽くなりましたが、コロ

ナで心は重いと複雑ではございますが。まあ良かっ

た事です。またリバウンドしてましたら笑って下さ

い。 

後、趣味は色々とやっておりまして、ゴルフはエン 

 

ジョイゴルファーで楽しくラウンドしております

が一時期 3 年連続やったんですが、１日に 3 ラウン

ド 54 ホール回ると言う馬鹿なアスリート企画をし

ていまして、最後はもうヘロヘロになってました

が、していました。なぜそうなったかと言いますと

ラウンドしてまして、残り 3 ホールくらいになると

もう終わるなと寂しくなる自分がいましてもう良

いわと思えるくらい１日回ってみよと思ったのが

きっかけですが、何故かチャレンジ企画となりまし

て 3 年間で 5 回しましたが、体力低下と共にやめて

しまいました。経験しまして、まあワンラウンドで

良いと思います。 

後は小学生で釣り覚えまして、30 代の頃は沖釣りを

よくしていましたが、今は波止場釣りをメインに旬

の魚を釣りまして、また一つの趣味である料理でち

ゃんと頂いております。コロナ前は週一くらいで作

ってましたが、今は２日に一回は作ってまして家庭

ポイントを稼いでおります。残り物や冷蔵庫にある

食材で作るのが得意で作っています。  

後ですね、昔から生き物が好きで色々と飼育してい

るんですが爬虫類のトカゲを数種類飼育しており

まして、ブリードをさせて現在ベビーを含めて 40

数匹程になりまして今後はブリーダーも少ししな

がら飼育して行こうと思っているんですが、今なら

無料でお譲りしますのでご興味あるマニア方はま

た言って頂けたらと思います。 

色々と無駄話しも含めて話させて頂きましたが、人

となりと伝わったのか分かりませんが、マニアな奴

とは思われてると思いますが、また軽にお声をかけ

て頂ければ幸いです。 

ロータリークラブの事は徐々に色々と理解してい

ければと思っていますのでご指導ご鞭撻どうぞ宜

しくお願い致します。 

ご清聴ありがとうございました 

 

 

  

例会担当委員会 

本日合計  19,000円   今年度累計  89,000円 

ニコニコ箱の報告 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


