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国際ロータリー第 2660 地区 2021-22年度ガバナー 吉川秀隆  

4つのテスト 言行はこれに照らしてから 

１ 真実かどうか   ２ みんなに公平か   ３ 好意と友情を深めるか   ４ みんなのためになるかどうか 

◆次回の例会プログラム◆ 
2022年 5月 19日（木） 第 2516回例会 

   青少年活動報告（池田 RACの活動紹介） 
   メイプルホール内 講義室 

 

◆前回例会◆ 
2022年 4月 28日（木） 第 2514回例会 

   卓話 岡内 重信 会員 

 箕面観光ホテル 例会場 
  ◇出席報告◇ 

 会員数 28名  出席者 18名  
 出席率 69.23％ 

 
  

◆会長挨拶◆            浦  収 

 

皆様、こんばんは。私の近況ですが、箕面 ABC の住宅

公園が出来るお話をしておりましたが、現在工事に入り、昨

日その安全祈願祭が関係者集まって執り行われました。私

の会社で地権者様と交渉し、木村貞基会員の会社で開発

申請を行い、その許可を上島会員にいただくというロータリ

ー尽くしの事業でありますが、来年の今頃くらいには完成

予定で非常に楽しみであります。 

本日も私の体験談をお話したいと思います。本日は岡

内会員の卓話ですので、少しメディカルなお話をさせてい

ただきます。私は資格学校で講師をしておりますが、ちょう

ど1年前くらいに、受講生から私の匂いが臭く、授業を受け

られないというクレームがありました。教壇から距離も離れ

ていて、コロナ禍も今より警戒されていた時期で当然マスク

もしており、私は当初そんなことはないと思いました。しかし

対策をするため思い当たること、香水を止め、クローゼット

内の芳香剤も止めました。しかし、対策をし、学校の事務局

の方に匂いチェックもしてもらい臨んだ授業でも、その受講

生は私の匂いが我慢できないという結論でした。私は教室

内の他の受講生ではないかとは思ったのですが、私が近く

にくると刺激臭があり、間違いないとのことでした。 

先日の日経新聞の記事に掲載されましたが、洗濯の柔

軟剤に含まれる化学物質が原因のいわゆる「香害」が社会

問題になっているということでしたが、私の当時ケースもそ

の柔軟剤が原因の可能性が高いということで落ち着きまし

た。解決策として学校の事務局が、欠席を認め、出席者し

か配布できない私のレジュメをその受講生にお渡しすると

いうことになりました。受講生の個性にあわせた柔軟な素晴

らしい対応だと思いました。 

この香害は日経の記事によると、「化学物質過敏症」と言

われていますが、「香害を訴えても『あなたが敏感なだけ』と

言われ被害者の側には深刻な問題になっており、全国的

な被害者と支援者らをつなぐ全国ネットワークも設立された。

会員は 460人にのぼります。日本消費者連盟などでつくる

「香害をなくす連絡会」が 19～20年に行った調査では、香

りで具合が悪くなったことがある 7千人のうち 9割弱が柔軟

剤を原因に挙げていますが、国は「現時点ではメカニズム

に未解明な部分が多い」として規制には慎重です。 

「多様性」という言葉が頻繁に聞かれる昨今、ダイバーシ

ティやインクルージョンという言葉でも表現されますが、多

様性を認めるとは、簡単に言えば少数派の価値観や文化

を認める意味が含まれています。先ほど私がお話したケー

スを多様性に置き換えれば、穿った見方をすれば多様性

を認めることにより、意図せず加害者になってしまう可能性

があるということも言えます。一方の多様性を認めることによ

り、他方の多様性が侵害される場合もあります。多様性を

尊重するということは、簡単な場面ばかりではなくこのような

問題難しい負の側面を孕んでいるのだと思いました。 

 

◆今週の例会プログラム 
2022年 5月 12日（木） 第 2515回例会 

   卓話 高橋 太朗 会員 

 箕面観光ホテル 例会場 
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◆幹事報告◆              山本 貴雄 

  5月の例会について 

    5日 休会 

   12日 卓話 高橋太朗会員 箕面観光ホテル 

   19日 青少年活動報告（池田RAC）メイプルホール講義室 

   26日 次年度会長挨拶 船場生涯学習センター 

 ・5/12例会後 第 13回理事役員会開催    

 ・ウクライナ支援寄付金、4/27付で財団に送金 

 

◆臨時理事役員会報告◆ 

  審議事項 

  ・入会希望者について→ 承認 

  ・西田会員を親睦活動委員に任命することについて→承認 

  ・次回会長幹事会会費を拠出することについて→承認 

  報告事項 

  ・審議が継続している細則変更の事前通知について 

  

◆2022－23年度第 2回理事役員会報告◆ 

  審議事項 

・クラブ運営について→ 承認 

報告事項 

・2022－23年度地区補助金事業について 

 

◆SＡＡ報告◆             庄司 修二 

ニコニコ 

青敬祐会員：岡内さん、卓話楽しみです 

岡内重信会員：本日、卓話させて頂きます 

庄司修二会員：岡内さん、卓話よろしくお願いします 

高橋太朗会員：岡内様、よろしくお願い致します 

前田建司会員：岡内会員、卓話楽しみです！ 

黄堂泰昌会員：岡内会員、卓話よろしく！ 

芝野弘三郎会員：岡内会員、卓話宜しくお願いします 

山本貴雄会員、河野優作会員、山根ひとみ会員 

米山奨学会 

上島一彦会員：岡内先生、卓話ありがとうございます 

岡内重信会員、芝野弘三郎会員、黄堂泰昌会員、庄司修二会 

員、前田建司会員、山根ひとみ会員、山本貴雄会員、 

河野優作会員、高橋太朗会員 

ロータリー財団 

浦収会員：岡内会員、楽しみにしております 

片山秀樹会員、岡内重信会員、芝野弘三郎会員、 

黄堂泰昌会員、庄司修二会員、前田建司会員、山根ひとみ会 

員、山本貴雄会員、高橋太朗会員 

ポリオ 

庄司修二会員、山根ひとみ会員、西田泰会員 

 

 ◆卓話◆                   岡内 重信 会員 

  

  皆様、今晩は 本日の卓話をさせて

頂きます岡内重信でございます。ご無

沙汰ばかりしております。 

 私の職業は薬局の開局薬剤師です。

箕面市で、現在６店舗の薬局を経営し、

代表取締役社長をしています。普段は

毎日がそんなに忙しくは無いのですが、

木曜日が定期的に出掛けることができまして、ついつい例会

を欠席させて頂くことが多く成っており、会長・幹事さんをは

じめ会員の皆様には申し訳なく思っております。 

 先ずは、簡単に自己紹介をさせて頂きます。 

  

私は 1997 年、平成９年８月２１日に真島会員と多田会員

のご紹介で箕面市立病院副院長の南川先生と共に、同日

入会をさせて頂きました。昭和１８年５月１８日（1943 年）生ま

れで、今年７９歳、数えで８０歳、傘寿です。ロータリー歴は

入会２５年目になります。 

 近畿大学薬学部４年生の春、薬理学の教授から、就職す

るのかと尋ねられ、そのつもりですが未だ行き先は決めてな

いないと伝えると小野薬品に行く気はないかと言われ、まあ

今はどこにも決めていないので、教授がよければ行きますよ

と返事し、教授の紹介で小野薬品工業株式会社の入社試

験を受け、入社しました。 

 本社の近畿学術部に配属され、阪大病院の担当になり、

会社でも厳しく嫌がられている部長で通っていた上司の下で

２年間鍛えられました、というよりも我慢しました。今、阪大病

院は千里にありますが、当時は大阪の福島区中之島にあり、

私たちの仕事は業界ではプロパーと呼ばれ（今はMRと言っ

ています）、要するに自社薬品をはじめ自社薬品の効能効

果、安全性、副作用等の説明や、場合によっては研究所の

社員に同行し、研究開発のサポートを行い、また自社品の売

込みをするのが仕事であります。担当の阪大病院の薬剤部

には同級生や先輩も薬剤師として勤務しており、時間を合わ

せて色々と情報を得るために彼らとよく話をしていました。 

 その後は福岡支店に勤務することになりますが、この時は

未だ独身でしたので、少し転勤を待って貰って、今の嫁さん

と慌ただしく結婚式を済ませ、福岡に行きました。福岡は大

変にいい所で、お魚が非常に美味しく、もう一度行きたいと

必ず誰もが云うサラリーマンの転勤族の街です。福岡支店で

は、熊本大学と久留米大学を担当していました。 

 ４年後、再度大阪本社に戻りましたが、福岡支店での元支

店長が１年後に本社に戻って来られました。福岡支店でも上



 

 
4つのテスト 言行はこれに照らしてから 

１ 真実かどうか   ２ みんなに公平か   ３ 好意と友情を深めるか   ４ みんなのためになるかどうか 

RI D.2660 箕面ロータリークラブ                                                     2022年 5月 12日発行会報 No.2509 

 

司でありましたので、元々薬局を開設する気持ちが強くある

事を個人的に話していたので、岡内君、薬局をする場所は

見つかったかと聞かれ、まだですと答えると、良い場所を見

つけなさい、と言って頂きました。お陰でその後に箕面市で

薬局を開局することになり、以後 50 年近く、多くの素晴らし

い人々との出会いが生まれ、かけがえのない人生を過ごすこ

とになります。今は開局して 48 年になりますが、開局薬剤師

として、薬剤師会の仲間、そして 6 店舗、約 100 人近いスタ

ッフに支えられ、今日あるのも数多くの方々との出会いで生

まれたご縁だと思っています。この時の支店長さんは、後に

小野薬品の社長に就任されました。 

 

 さて、話を元に戻しますが、箕面ロータリークラブは元々ク

ラブ会員が多く、子クラブを作ったことにより会員数が半減し

たので、誰でもいいから増強しようと、クラブを挙げて会員増

強をしている時期に南川会員と共に入会しました。入会当時

は比較的高齢の会員さんが多く、立派な実業家の方々や大

手企業の役員の方がおられ、近寄りがたい思いをしていまし

た。 

 ある時、岡内さん、野球をしたことあるかね、と尋ねられ、少

しはあります、と答えると、次の日曜日の 4 時に二中のグラウ

ンドにおいで。皆で待ってるよ、と野球の練習に誘って頂き

ました。当時は、地区のロータリークラブ野球大会に参加す

るために少人数ではありましたが、野球の練習をしておられ

ました。取り敢えず、皆さんよりは若かったので、野球部員に

入れていただき日曜日の度に、二中での練習に参加しまし

た。野球の練習よりも、その後の、お好み焼き屋さんに行きビ

ールを飲み、皆さんと一緒に歓談するのが楽しみで野球に

通い、懇親を深め合っていました。 

 クラブ入会時は、皆さんは、威厳があり話しづらそうな紳士

でしたがどうして、どうして極々普通のおじさんでした。其の

お陰で野球部のチームワークは非常によく、地区大会で 2

位以内に入り、甲子園球場で大会参加を果たすことも度々

ありました。 

 私が入会して間もなく親睦委員に指名された時、地区の事

業で、海遊館にお年寄りをご招待する事業がありました。あ

る委員から、貴方の近くのお年寄りを 10 名集めて来るように、

と突然言われました。知らない人を 10 人もどうして集めたら

いいのか戸惑いました。どうしようと先輩に尋ねると、取り敢え

ず貴方は誰でもいいから近所の高齢者を 10 人集めなさい。

後は我々親睦委員で協力するからとのことでした。野球で顔

なじみの遠山会員に尋ねると、車は 6人乗りを 2台用意する

ので場所と時間を言ってくれたら迎えに行ってあげる、と凄く

協力的で気持ちよく返事が返ってきました。今まで顔は見か

けたことはあるがお話をしたことが無い年配の会員さんに手

伝って頂き、ロータリアンの結束力をこの時時初めて知りまし

た。その日一日、お年寄りの方々と共に、昼食をはさみ、海

遊館を楽しんで頂き、無事にご自宅までお送りさせて頂き、

一日を終えました。近所のお年寄りは、突然の海遊館観覧

プレゼントを大層喜んで下さいました。 

 私はホットした思いと、会員の皆さんの何気ない、当たり前

の様な振る舞いに、ロータリアンの奉仕を知りました。 

 

 私がクラブの幹事、会長をさせて頂いた時代は、会員の退

会、入会が結構頻繁にありました。私が入会させて頂いた当

時におられた、ベテランの先輩会員の方々が徐々に退会さ

れ、比較的若い会員が増え、入れ替わりが多くなりました。で

すから残っておられる、先輩や親睦委員長さんらと相談をし、

積極的に外での懇親の場を持ちました。 

 例えば、万博記念公園の迎賓館やリッツカールトンホテル、

宝塚ホテルなど会員が普段利用されているホテルを紹介し

て頂き、親睦会を行いました。天神祭りを中之島の大川から

船に乗り船戸行に参加したり、能勢温泉に松茸のすき焼きを

食べに、そしてぶどう狩り、また神戸へ夜景を見るクルージン

グ、京都鞍馬の川床料理等、親睦委員長さんもご婦人同伴

で参加できる会など、後の会長、幹事さんも同様に変化に富

んだ企画をして頂きました。 

 普段、行きたくても中々個人では行けない場所を企画する

のも会員をはじめ、家族の方々に喜ばれたのを思い出しま

す。 

 

 ここ数年は新型コロナ感染症の拡大で例会の自粛、又はク

ラブの例会の休会、縮小、ウェブ例会など、会長、幹事をは

じめ役員の皆様のみならず、会員も含めご苦労は大変だと

思いますが、もう少しの辛抱だと思います。先日、久し振りに

例会に出席させて頂きましたが、会員のエネルギッシュなス

ピーチや行動を見ていて大変嬉しく、頼もしい思いがしまし

た。 

新しく入会された皆さんは、それぞれ強い意志と目的を持

って地域でお仕事をされロータリークラブに入会されていま

す。箕面ロータリークラブは若いロータリアンにとって知恵と

スキルを養える場所だと思います。特に入会歴の浅い会員さ

んは、楽しんで例会に参加して下さい。 

 

 ご清聴ありがとうございました。 

 


