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新年　あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

とは言うものの､世の中では､未だに新型コロナウイルスの感染が増加しており、
ついに１１都府県に緊急事態宣言が発出されてしまいました。

このような状況ではありますが、ロータリークラブでは世界規模でポリオの
完全撲滅にあと一歩まで迫っております。
つまり、いつかはこの新型コロナウイルスに打ち勝つ事は間違いありません。

それまでの間は、とにかく慎重に行動して、皆様　お体をご自愛下さいませ。

さて、本ロータリー年度は、半年が終わり、残りの下半期に入りました。
クラブ全体としては、２５周年の節目の記念式典を開催してはとのお声も
ありますが、現状では記念例会として開催出来ればと考えております。
夕食会が開催出来るのか、お酒が飲めるのかも本当に何もわかりません。
開催するには、どうすれば良いのか。また何をすべきか。何をすれば一つの
節目として記念になるのか。など違った切り口からも考えております。

他にもまだまだやり残した事がたくさんありますが、一つでも多くやり遂げて
今後の永続的な活動に繋げて行ければと、全力で頑張って参ります。
しかしながら、これら全てにおいて皆様のお力が無くては何も出来ません。

今後とも、ご指導・ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　　　　庵谷　和宏
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[幹事報告]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　大和田　雅江

　皆さま明けまして、おめでとうございます。

　今年も宜しくお願い申し上げます。

1月6日の例会で、皆さまとお逢いできる事を楽しみにしていましたが、新型コロナ

ウイルスにより例会が開催されず、残念です。

そして、1月20日の例会日を心待ちにしていましたが、1月13日に政府が発令された

“緊急事態宣言発令”により、2月7日まで、例会を開催することが出来ない状況に

なりました。

私達の不安と、不信は募ります。

大阪府は、東京と比べ人口比で重症者や死亡者が多く、大東市におかれても、四條

畷市と合わせて保健所がひとつしかなく、保健所の対応がとても、難しいと聞いて

おります。

“市民は感染したら検査をしてもらえるのか”命を脅かされる不安を抱えていると、

新聞の記事で見ました。

例会が「不要不急」な事なのか、人間社会のささやかな営みも、今は失われて、

これがいつまで続くのか、やりきれない気持ちで、楽しくないですね！

コロナ危機を克服して、平常な生活を早く、取り戻したいです。

以下の点をご確認下さい。

①例会は「緊急事態宣言」が解消されるまで臨時休会

　1月20日(水)、1月27日(水)、2月 3日(水)

※理事会の開催は、2月7日以降に再度連絡します。
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●））卓話（（●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庵谷　和宏　会員

年男の年頭所感との事ですが、今年は５回目の年男を迎える事となりました。

今まで４回もあった年男を迎えた時には、このようなお話をする機会は有りません

でした。また､今までの自身の変化としては､豆まきの時に少しでもたくさん欲しか

った時からいつのまにか数えるのが面倒くさいなあと思いが変わった事ぐらいです。

さて、５回目の年男と言いましたように、今年の１２月９日に６０歳を迎える事に

なりました。会社での定年は６５歳までとなっていますが、今からだと後６年もあ

るなと思った反面、たった６年しかないと考えた瞬間、短いなと感じました。

それならばと、これからは一つ一つの目標に、それぞれ年単位・月単位・週単位・

・・で期限を決めて、先延ばしや後回しにならないように仕上げて行きたいと強く

思いました。自身も本当にびっくりするぐらい、はっきりと頭に浮かんだ思いです。

この思いは、新型コロナウイルスの感染拡大に振り回され、全ての予定が狂わされ、

その度に関係者や参加者が振り回され、結果成果も出ないまま疲れただけとの経験

を何度も味わってきたからかも知れません。

当然、しっかりと準備をしていても、昨年の様にどうしても避けられない問題もあ

ります。しかし、そのどうしてものレベルを少しでも下げられるような対策を事前

に準備する。また、越えられない問題が生じる。また新たな対策を考える。また・

・・の繰り返し。

先程、申し上げました期限を決めての思いに、出来るだけの準備を行うを付け加え

て目標を掲げるには、出来る限りの事前準備を行い、適正な期限を定める。

そして絶対にやり切る事。

結果、何だか当たり前の事になってしまいましたが、何があっても諦める事なく、

常にこの思いを意識して実行して参ります。

以上、年男の年頭所感とさせて頂きます。

年男年女 年頭所感
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大川　卓也　会員

令和３年干支は、辛丑、「かのと　の　うし」です。「辛くても一生死ぬまで働か
ねばならないという宿命を生まれつき背負っています。」

今年は、満６０歳を迎える歳であり、数え歳で６１歳ということは、後厄ですね。

私自身も昨年の9月30日のDBS手術で本厄は払えたかと思います。

さあ、新年恒例の書き初めです。

ここで新年の川柳を3つほど

親孝行（字余り）　　　
すると気づくも
親はなし

コロナ渦で
世界の願い
ご来光

コロナ禍で
感動与える（字余り）
ひと工夫

父、進一郎が１１月１日、８７歳でなくなりましたので、新年のご挨拶は喪中とさ
せていただきます。

令和元年の秋頃、むやむやした気持ちで大川創業株式会社の会長になりました。
その時点では、会長、会長と呼ばれることに未だ慣れておらず、名実ともに会長と
言う役割は一体何をすれば、と戸惑いの一年でした。一方、会長と呼ばれる方には、
ほんまもん、一流、貫禄のある、存在感のある会長になるためには、昔からこのよ
うに言われてました。

①倒産仕掛けの会社を再建した
②死んでもおかしくないくらいの大病を患い復帰出来たことは、
　　　　＊延べ50日に及ぶ入院してても、皆さんの協力と弟ひろし社長のリーダー
シップなしでは、あり得ない。
③刑務所に入らないといけない一歩手前の状況　　大川進一郎は市場法に抵触、刑
務所に入る直前まで追い込まれた。

大川進一郎の思い出をキーワードで表すと、「音楽に人生をかける男」

とんでもないやんちゃな子供時代､三洋電気じだにメガヒットした業界初の4コタツ、
明治から続く呉服屋を大川創業に、クラリネットとの出会い、阪大でオーケストラ
に、クラリネットで命拾い、大東にオペラハウスを、オペラパークでコンサートを

さて、今年はコロナの渦中で二つの大きな体験をしました。１月１３日月曜日祝日
のニィーイヤーコンサートまではイベントの方も商売の方も順調に来ましたが、２
月２８日にギオルギ・バブアゼさんが平成３０年１１月に外国人枠で叙勲を受けま
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した。そのお祝いをしようと決めた矢先、あらゆるコンサート、イベントの参加が
中止となりました。

また、お祝いどころか、あらゆるイベントやコンサートのキャンセルが相次ぎ、営
業時間の自粛や夜の外食の控や家食が増え、ショッピングセンターは売上は落ち込
み、テナントからの家賃減額交渉が相次ぎました。

幸いなことに、オペラパークは、高級ブランド、インバウンド、特殊な商品を扱う
てテナントは少なく、前年同月比８０〜９０％ぐらいで乗り切りました。大企業で
は、レナウンの様に倒産したところもあれば、３分の２以上の上場企業が赤字に転
落しました。コロナの影響は予想以上に深刻です。

一方、私は、９月３０日、京都大学病院で脳の深層部刺激法という手術を受けまし
た。持病のパーキンソン病の薬療法が段々と効かなくなり、後２年したら歩けなく
なるかもしれない、車椅子生活になる、不安と恐怖に怯えてました。

私は、一度も手術をしたことがなく、いきなり脳に孔をあけるなんて、とんでもな
いと思ってました｡２～３年したらIPS細胞が許認可下りると確信しておりました。
このIPS細胞の注入手術は現実的には､治験の段階で実用化には５年以上かかる様で
す。京大病院の見解です。

皆さんは、５０代を迎えられた方もいらっしゃると思いますが、パーキンソン病は、
５０代で1,000人に一人といわれる、指定難病です。６０代では、100人に一人と今
後益々増える良性の疾患です。

まとめ
一流と言われるリーダーになるには、

　再建する。
　死に直面する。
　刑務所に入る一歩手前
　　
これら３つのことが１００％経験してないと、リーダーとして、認められないと言
われました。私は、①沈みかけた船と言われるぐらい赤字の家業、みつわ呉服の再
建を果たした。リストラ着手し、６年目にやっと750万円の経常利益を達成。
②昨年、パーキンソン病のオフ症状を緩和する脳深層部刺激法の手術を行った。
良性の疾患であるので､IPS細胞の注入手術の許認可があれば完治する病気である。
③刑務所に入ることを心配するような悪事は働いていないので、そういう経験をす
のはむづかしい。

①良い先生との出会い・・・諦めない、必ず良い先生に出会える、良い薬、最適治
療は進歩していく。

②人の話し・・・人の話、お医者様の話、看護師さんの話等、こちらから喋らず、
まず聞く事。相手の年齢、性別、職業などのに拘らず、アクティブリスニング。

③感謝と素直に詫びる・・・山アリ、谷あり、障害あり、乗り越えるは、まず、あ
りがとう、間違えたら、素直にすいません。

④悪口、愚痴は、つつしむ。

今年は、人生の規範に立ち返り、我身を振り返りましょう。コロナ禍で生き延びる
のは、この4つに如何に忠実になることが一番の基本である、思っております。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊泊　規子　会員

　あけまして、おめでとうございます。七回目の年女になりました。

　卒後六十年近くになる薬剤師ですが、病院薬剤師を経験ののち、小さい場末にて

開局いたしました。大東中央ロータリークラブにチャーターメンバーとして入会四

年後に会長に就任いたしました。当時は女性の会長は珍しく、どの会に出席しても、

近隣のメンバーさんには大変可愛がって頂きました。その後、薬局を廃業して病院

薬剤師に戻った頃には医薬分業が推進され、調剤薬局はそろそろ出店がなされてき

ました。

大学も四年制から六年制になり、この二年間の授業内容は分かりませんが、きっと
充実した授業で素晴らしい方々が卒業されていると思います。

私共の二ヶ所の病院の門前には、各々別々の調剤薬局が営業しておられますが、私

共の薬剤師は時間的に余裕が出来、その間に新薬検討や、各種勉強会に交代で出席

出来る等メリットはあります。丁度先日より“アンサングシンデレラ”がテレビ放

映され、多忙な上に責任の重い若い薬剤師のお話ですが、今の私には到底出来ない

ことですが、患者さんに寄り添って、健康維持や予防にまで見えないところでも常

に働くことがこれからの薬剤師としてのプロフェッショナルの使命だと思います。

　地域連携薬局や専門医療機関連携薬局等これからますます薬剤師の必要性は多く

なってきます。病院内薬剤師や介護施設と連携しながら患者さんひとりひとりが安

心感を持ってもらえたらよいと思います。

今年も健康に気をつけて、生涯現役で、がんばりたいと思います。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡橋　由佳　会員

年明け早々の休会は寂しい事です。今年は年女で60歳になります。友人から届

いた年賀状に「お互いリスクの高い年代です。特に気を付けましょう」と書い

てありました。「何のこと？」

あっ、コロナね。私、60代以上のグループ、リスク高いのね。はいはい。と無

自覚のまま還暦を迎えました。気分は48歳です。

今年もよろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　悦子　会員

　2021年の干支は「辛丑」（かのと・うし）。どうやら痛みを伴う衰退と新たな息

吹が互いに増強し合う年になりそうだと検索したらでてきました。辛いことが多い

だけ、大きな希望が芽生える年になることを指し示しているそうです。

来年の目標は、高齢者の方々にスマホを活用して生活が便利になったと言っていた

だける活動に取り組みます。コロナ禍で、スマホを活用している方と活用していな

い方の違いをみると活用している方は孤独を感じることもなく、１人の時間を有意

義に過ごしていました。活用していない方は誰とも話すことがなく、買い物などの

不便を感じ孤独でしたというお話をお聞きしました。そこで、定期的に無料のスマ

ホ教室を開催し、スマホに慣れしたしんでいただける教室を企画しています。今ま

で取り組んだことがないスマホ教室で困難なことがでてくるかもしれませんが、そ

れを乗り越え、大きな希望が芽生える年にしていきたいと思います。私自身高齢者

の困りごとをお聞きし、１つでも解決策を提案できるように日々最新の情報を得る

ように努めていきたいと思っています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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①伊泊会員がロータリーの友Ｐ68に記事が掲載されています。

②地区補助金臨時費について

青少年奉仕委員会が申請しておりました、だいとう昔がたりの本の増刷が、

地区補助金より209,583円分の承認がおりました。

③お誕生祝について

12月、1月、2月のお誕生祝いは、まとめて2月の例会にてお祝い致します。

④IM第3組ロータリーデー　（ﾎｽﾄ大東RC）

　　テーマ　“ 機会の扉を開けてみよう ”

　　2021年3月6日(土)　配信時間14：30～16：30

　URL：https：//www.ri2660.gr.jp/

　　1部　フレッシュロータリアンによるIMクラブ紹介

　　2部　会長座談会

⑤4月14日(水)大東RC・大東中央RC合同例会　（ﾎｽﾄ大東中央）

⑥米山奨学金授与

　1月の奨学金授与は糸川カウンセラーより朱さんに渡しました。

⑦ＩＭ第3組第三回会長幹事会の開催（オンライン）

　2021年2月8日(月)17：00～19：00　ZOOMによるオンライン会合

　出席予定者　庵谷会長・大和田幹事

⑧地区ロータリー財団　補助金管理セミナー（オンライン）

　2021年1月30日(土)14：00～17：00　ZOOMによるオンライン会合

　出席予定者　森原会長エレクト

※掲載の写真は以前に撮影したものも含まれております。

お知らせ

ＨＰに

アクセス！！
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