
2020年7月16日現在

［全講師19名］
【社会奉仕】

氏  名 職業・連絡先 テーマまたは分野

畠中　富結子
大阪府福祉部子ども室
子育て支援課推進Ｇ

・大阪府における子どもの貧困対策の取り組みと
「子ども輝く未来募金」について

常務理事・事務局長
永井　美佳

・コロナ禍でのボランティアによる支え合い
・ＳＤＧsと私たちの暮らしのつながり
・ボランティアの魅力と可能性
・災害ボランティア活動の実践とこれから
・NPOの社会的役割と可能性
・市民参加をうながすボランティアコーディネーション力
・企業のCSR、社会貢献のこれから
・会議が楽しくなるファシリテーションのすすめ

理事長
早瀬　昇

・楽しく役に立てるボランティア活動の進め方
・ボランティアの活動意欲を高める工夫
・シニア世代のボランティア活動入門
・地域組織の活動活性化の工夫
・市民団体の資金確保術
・企業の特性を生かした社会貢献活動の進め方
・持続可能性の危機とSDGsの取り組み　など

村岡 麻希子
大阪府警察本部　総務部

総務課　管理官

テーマ検討中
※1か月以上、日程に余裕をもってご依頼下さい

矢作　啓
大阪府健康医療部生活衛生室

薬務課
薬物乱用防止啓発について

道野　重信
大阪保護観察所

民間活動支援専門官
更生保護

安原　武志
兵庫県赤十字血液センター

　事業推進部長

「赤十字について」
「献血　…　採血から供給までの話」
「どうして献血が必要なの?」
「どうして献血血液が足りなくなるの?」
「献血セミナーについて」
「震災時における血液供給体制について」
「骨髄バンク、臍帯血バンクと現状について」
「ボランティアについて」
「リーダーシップについて」
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社会福祉法人
大阪ボランティア協会
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【教育、文化、趣味】

氏  名 職業・連絡先 テーマまたは分野

西崎 圭介
ケニアサッカークラブ

オーナー

日本人初・東アフリカ初となるケニアリーグ所属サッカーク
ラブの日本人オーナー。5大陸70ヶ国を訪問した経験から、
発展途上国の真の自立を目指して「スポーツ×国際支援」を
掲げ、アフリカのケニアで地方自治体やスラム街、孤児院や
刑務所などを巻き込んだ活動を展開中。現地人の意識改革を
促す新たなロジックは、ビジネスや教育を含むあらゆる分野
への応用可能性を持ち、両国のメディアにも取り上げられて
いる。

平田　雅男

（前）大塚国際美術館
専任部長・学芸室長

徳島文理大学
　　西洋美術史講座/講師

卓話会演題例＝「今だから話せる大塚国際美術館創設ウラ
話」
「大塚正士の人生哲学と陶板美術館」「古代から現代までの
西洋美術史」「タイムトリップして西洋名画を楽しもう」
「光と影の魔術師フェルメール」「ルネサンスの三大巨匠の
お話しあれこれ」「印象派のお話あれこれ」など、西洋美術
史に登場する名画を多角的視点から解説致します。
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
世界に類を見ない陶板美術館(セラミックアート･ミュージア
ム)の創設には草案期から携わり、初期は“ニセモノ美術
館”と揶揄された同館を、ユニークで分かり易い解説と丁寧
な館内案内で、人気度ランキング国内第1位にまで育て上
げ、今は“大塚国際美術館のレジェンド”と呼ばれていま
す。現在は地元の大学と阪神地区で幾つかのカルチャーセン
ターで講義しています。日本医師会副会長であった内科医の
叔父は、国際ロータリークラブのパストガバナー（第2670地
区）で、ロータリー活動にとても熱心でした。
卓話会では、西洋美術画家の画業や生き様、その人生哲学ま
た名画全般の作品解説や案内は勿論、今でこそ話せる創設の
裏話など、色々なお話しを興味深く楽しく聴いて頂きます。

山口　ひとみ
・ヴォーカリスト（ソプラノ・

マルチシンガー）
・ヴォイストレーナー

・クラッシック歌手でありながら、シャンソン、ラテン、タ
ンゴ、カンツォーネ、映画音楽、ミュ－ジカル曲、ポピュ
ラー、昭和歌謡など、ジャンルを超えたプログラムを、曲に
ついてのお話を交えながら、楽しく、深く、心に届く歌をお
届けいたします。
・「歌声喫茶」
・ビアフェスティバルステージ(ドイツビアソング、ヨーデ
ルなど)

堀江　珠喜
ホリ　エ　　　　　タマキ

大阪府立大学名誉教授

・悪女について
・セクハラについて
・草食系男子と肉食系悪女について
・クルーズ船の楽しみ方
・いい加減な人ほど英語ができる
・猫ブームを考える
・シンデレラ人気を考える
・美魔女ブームを考える
・００７人気を考える
・韓流ドラマブームを考える
・童話に学ぶアンチエイジング
・孫氏の兵法に学ぶ賢い生き方
・環境問題?リサイクルよりリユース

バイマーヤンジン チベット声楽家

1.人はなぜ学ぶのか？－字の読めない親への思い－
2.幸せの近道－チベット人の私が日本で暮らして思う
　こと－
　今を生きる　地域と共に－日本とチベットに暮らし
　て思うこと－
3.日本チベット　異文化を超えて
4.大切な家族の絆
　－笑いあり、涙あり、四世代同居奮闘記－
　天に一番近い大地チベットからのお話
　－子育ては国境を越えて－
5.チベットの自然、信仰、家族

吉村　純子

元NHKアナウンサー
株式会社

ジュン・システムブレーン
代表取締役

1．魅了的な男性像
　「国際人になる」
2．ビジネス成功の条件
　「成功体験を積んだ男性と中核を狙う女性」
3．仕事力が高まるコミュニケーション術
　「プレゼンの交渉力・問題解決力」
4.上司の手腕
　「女性部下のやる気と本気を引き出すコツ」
　「女性リーダーを育成し戦力化する」

まさゆき てるひさ たまき しげき せんだい まこと  ほうじょう 
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【教育、文化、趣味】

氏  名 職業・連絡先 テーマまたは分野

加藤　ヒロユキ

歌手
ラジオパーソナリティ

作家
卓話依頼先：080-4481-3622

・「瞳の中の秘密～マリリン・モンロー」
・「映画音楽の世界」歌とお話し
・著書「人間いたるところ青山あり」
テレビマン・会社社長・61歳で医師国家試験に合格して病院
長として最期まで生き抜いた加藤ヒロユキの父・正彦の人生
を語ります。

下
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間
ツマ
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FM802元アナウンサー・
ナレーター・語り・司会・

話し方講師
ボイストレーナー

「大人のための話し方講座」
・「ボイストレーニング」
簡単なボイトレと、腹式呼吸のレッスン、
自分の声は変えられる！実践講座

・「話し方」
スピーチのコツ・声の出し方・滑舌を直す方法など実践を交
えて指導

・「オンラインの活用」
　コロナで増えたオンラインミーティングの際の
　ポイントを実践指導

タマダ　   ギョクシュウサイ

玉田　玉秀斎
（四代目） 講談師

・ロータリー青少年交換留学でスウェーデンに1年間留学さ
せていただきました。(1993-1994年)
・ロータリーGSEプログラムでブラジルに1か月派遣して頂き
ました(2004年)
・ロータリー講談「ポールハリス物語」などロータリークラ
ブにまつわる物語
・猿飛佐助、霧隠才蔵など真田十勇士は先代・玉秀斎を中心
に、大阪船場の立川文庫が世の中に広めました。
ジャズとのコラボ、ジャズ講談など

山村
ヤマムラ

　若
ワカ

萌
モエ

紀
キ

邦舞家
上方舞「萠紀会」会主
伊丹市芸術家協会幹事

文化庁伝統文化親子教室事業
もえの会　代表

大阪を代表する伝統芸能のお話しと上方舞

長野　佳晃
墨屋

製墨業
奈良の伝統産業墨作り

・奈良の伝統産業「墨作り」に纏わる話全般
・墨の製造実演
・にぎり墨体験（希望者のみ有償）

【健康】

氏  名 職業・連絡先 テーマまたは分野

片岡　聡

鍼灸師
柔道整復師

機能訓練指導員

「慢性腰痛について」

2018年4月号　ロータリーの友
卓話の泉で取り上げられる」

3



2021年3月22日現在
［全講師6名］

【奉仕活動その他】

クラブ名
氏   名

テーマまたは分野 職業分類その他

溝畑　正信 ポリオ根絶

職業分類：歯科
'12-'15

地区ロータリー財団委員長
'15-'19　第3ゾーン
ロータリー財団地域

コーディネーター補佐

澤田 宗久
南太平洋における
歯科医療奉仕活動と青少年育成につ
いて

職業分類：歯科医師
JDM理事長

【経済・文化・趣味その他】

クラブ名
氏   名

テーマまたは分野 職業分類その他

近森　信人 ・歯のはなし
職業分類：歯科医院
本業の以外にも趣味のスポーツ
（スキーやゴルフ）

学校法人
重里学園

日本分析化学専門学校
理事長

重里　國麿

①大阪がオランダから学んだ日本初
の化学学校と京都大学
②一つの元素が社会に及ぼす大きな
経済効果について

職業分類：理学教育

大川 真一郎

・ロータリアンになって本当に
　良かった
・私とロータリーソング
・ロータリーでやった事
・ロタ吉
・私とクラリネット
・パーキンソン病について

職業分類：デベロッパー

・大阪桐蔭高校校歌作曲
・2660地区選定ロータリーソ
ング「町に灯を」「われらが
ロータリー」2曲当選

大東 将啓
①ゴルフ上達の方法＆スコアアップの
　秘策
②ゴルフエクササイズ＆ストレッチ

日本ゴルフ界初の博士プロ

高槻東ロータリークラブ

〔別紙Ⅱ〕 2020-2021年度　卓話銀行講師（ロータリアン講師）

大東ロータリークラブ

枚方ロータリークラブ

大阪船場ロータリークラブ

大阪天満橋ロータリークラブ

大阪アーバンロータリークラブ

まさひろ 

あ

こかご

まんようまんぽ あほうどり 

せりかわ あきよし せりかわ あきよし なおかず 

あずま  ふみお 

せりかわ あきよし せりかわ あきよし なおかず 
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