
今週の卓話 （1 月 18 日） 

次週の予定 （1 月 25 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（1月 11 日分） 

会員数 44 名 出席数 38名 欠席者 0 名 

特定免除 6 名 その他免除 0 名 

出席率 100.00％ 

前々回 12 月 14 日分 

ホームクラブの出席者 36 名 97.73％ 

メークアップの結果 37 名 

特定免除 7 名 その他免除 0 名 

欠席者 0 名 修正出席率 100.00％ 

ロータリーソング 

「 君が代 」 「 奉仕の理想 」 「 四つのテスト体操 」 

後面に記載 

２０１０年～２０１１年度 

国際ロータリーのテーマ 

地域を育み 

大陸をつなぐ レイ・クリンギンスミス 

国際ロータリー会長 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 

創立 1967 年 12 月 26日 
■会 長 加藤 敏明 
■幹 事 中原 毅 
■会報委員長 小林 誉典 

◆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？ 
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ニコニコ箱 
「 ２３年度税制改正と相続対策について 」 

司法書士法人 JLO 代表 川村 常雄 氏 

大東 弘 会員 

「 ロータリー理解推進月間に因んで 」 

藤本 和俊 ロータリー情報委員長



新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様には、お健やかに新しい年をお迎えのこと 

とお慶び申し上げます。 

旧年中は、会員の皆様には、ロータリークラブの運営 

にご協力を頂き、厚く御礼を申し上げます。 

さて、日本の経済は長く続くデフレ状態から依然抜け 

出せず、加えて円高が大きく影響して、先行きは極めて 

不透明な状況にあります。日本という国にとって試練の 

時代という事でしょうか。 

大東ロータリークラブにおきましては、こうした状況を踏まえて基本をしっかり、 

自己改善を図り、奉仕事業を広げ、会員の増強を打ち出していきたいと思っています。 

また、支出につきましても極力合理化に努めると共に、経費の節減を図っていって 

おります。 

ロータリークラブは、奉仕の基本原則を実証するためにメンバーのご支援とご協力 

をなお一層お願い致します。 

終わりに、皆様のご健勝とご多幸を祈念申し上げ、新年のご挨拶と致します。 

◎ニコニコ箱委員会 杉原 巨峰 委員長 

・誕生日自祝 岡本 日出士君 大西 寛治 君 

北本 良弘 君 藤本 和俊 君（11 月） 

・結婚記念日自祝 大西 寛治 君 

清水 正義 君（12 月）木村 克己 君（12 月） 

・在籍１９年自祝 清水 修 君 

・樋口先生写真有難うございました 大川 真一郎君 上田 陽造 君 

谷中 清孝 君 藤本 和俊 君 

中 恒夫 君 清水 正義 君 

橋本 正幸 君 田川 和見 君 

杉原 巨峰 君 佐藤 多加志君 

木村 克己 君 中野 秀一 君 

東村 正剛 君 中嶋 啓文 君 

・還暦自祝 感謝 大西 寛治 君 

加藤 敏明 会長 会長の時間 

委員会報告



・今年もよろしくお願いします 上田 正義 君 

・感謝 自祝の思いで・・・会社設立の運びとなり㈱KYOHO となりました 

宜しくお願い申し上げます 杉原 巨峰 君 

・ニコニコ半期で５２％達成いたしました 感謝 杉原 巨峰 君 

・御領工場新設 無事に動き出しました 感謝 木村 克己 君 

・年男 バンザイ！ 中嶋 啓文 君 

・早退お詫び 木田 眞敏 君 

◎インターアクト委員会 中野 秀一 委員長 

大阪桐蔭中学高等学校主管によるＩＡＣ年次大会が昨年行われましたが、その際に 

行いました「世界の子供たちに文房具を贈ろう」プロジェクトの追加ニュースです。 

参加６校から集めた未使用文房具がようやくミャンマー国へ船便で到着いたしま 

した。国境なき奉仕団、ブリッジエーシアジャパンの両ＮＰＯ法人の協力の元、ミャ 

ンマー赤十字社にも追加協力を頂き、ティヤリ小学校の子供達へ文房具の寄贈が行わ 

れました。 

現地では、校長先生からそれぞれの子供たちへノートや鉛筆が手渡され、勉強道具 

を手に入れることが出来た子供たちには大変喜んで頂く事が出来ました。 

又、ミャンマーの子供たちからインターアクター達への感謝のメッセージが送られ 

てきております。 

インターアクター達には今回の活動を通じて世界に対して貢献が出来た事や自分 

達の環境に対する感謝の気持ち、モノの有り難さを実感して頂けたと思います。



中原 毅 幹事 

《決議事項》 

議 題 
(1)大阪桐蔭高等学校 卒業証書授与式お祝い(例年 20,000 円)1 月 22 日（土） 

・・・・・ ２万円 承認 
(2)クリスマス会会計報告について・・・・・ 別紙参照 承認 
(3)雙溪ＲＣ２０周年について 2 月 18 日～20 日 

・・・・・ ８０万円 承認 
(4)ＩＭについて 
(5)その他 

枚方ＲＣ 4 月 2 日（土）50 周年記念式典・・・・・ 御祝金 ５万円 承認 

理事会報告 

「 これがまあ 終 
つい 

のすみかか 雪五尺 」 

小林一茶 

五尺も降り積もった雪にうずもれたこのみすぼらしい家が、自 
分の生涯を終える最後の住まいとなるのか。何とわびしいこと 
か。「五尺」＝一尺は約３０ｃｍ。 
季語：雪（冬）



「 年 男 卓 話 」 

樋口 秀和 会員 

「平成２３年辛卯年に感謝」 

新年明けましておめでとうございます。私は、平成 

２３年卯歳を迎え７２歳になります。昭和４０年に公 

認会計士の試験に合格し、公認会計士の業界に入るこ 

とになり、昭和４４年に樋口公認会計士事務所を開設 

して現在に至っています。 

この４０数年の長きにわたり、税務・会計・監査等 

の業務を続けてこられた事に感謝の気持ちで一杯です。 

これも、この職業を自分の天職だと信じ、顧問先等のために「実践・誠実・明朗」を 

モットーとして事務所の経営をしてきたお蔭だと思っています。 

昭和４７年１２月１２日に、大東ロータリークラブに入会の承認を頂き、３８年間 

にわたりロータリアン先輩諸兄からロータリーの哲学の御教示を賜り、人間力を育成 

して頂いたお蔭で現在の自分があるのだと思っています。 

経済環境がグローバル化し、そして激動していく中では経済対策も日本が単独では 

立てられず、世界経済の影響を考えて対策を立てなければなりません。 

企業関係の法規の改革にしても、日本が独自には実行していける状況ではありませ 

ん。国際経済社会の中で、企業が活動した結果を利害関係者に情報開示する方法も国 

際基準に合った諸法規が作成されるようになるでしょう。 

今年の干支は、辛卯（かのとう）にあたり、この意味する所は、植物が枯れて、新 

しく芽吹き、 大きく成長し繁茂する様子を表わしている非常に縁起の良い年になると 

いう事だそうで、期待したいと思います。 

これからも健康に留意して「如在」の気持ちを持って、この職業を通して社会に貢 

献していける様に自己研鑚して行きたいと思っています。 

先週の卓話



大西 寛治 会員 

新年明けましておめでとうございます。私は１９５１ 

年１月１日生まれ卯歳で、この正月で満６０歳になり還 

暦を迎えました。還暦の話をと思いましたが、与えられ 

た時間では足りないので次回にします。 

今日は正月にふさわしく、「雑煮」についてお話させて 

頂きます。お雑煮は、大きく分けておすましか白味噌。 

丸餅か角餅。またお餅を焼くか煮るのかに分かれ、具材 

等が異なっています。 

そもそも大晦日に神棚に餅や農産物をお供えし、元旦に似て食べたのが雑煮の始ま 

りです。地域により餅の形、具材、出汁、味付けが異なりますが郷土料理の代表格と 

いえます。そこで珍しいお雑煮を紹介します。 

◆島根県 

出雲市や松江市の雑煮は、小豆を甘く仕立て茹でた丸餅を入れるいわゆるぜんざい 

です。兵庫県の日本海側や新潟県、三重県にも点在するが出雲地方の人の移動によっ 

て定着したと思われます。 

◆香川県 

高松市の雑煮は、出雲市の雑煮と関西風の雑煮をミックスした雑煮で、昔から讃岐 

三白・砂糖・塩・綿が特産品で、そこで常は食べることが出来なかった砂糖を正月く 

らいは食べたいと砂糖を使ったあん餅を雑煮にしたのが始まりで、白味噌仕立ての出 

汁に大根・人参を添え、青のり粉をトッピングする雑煮です。 

◆岩手県 

釜石市の雑煮は、具材に三陸沖で獲れるホヤ又は焼いたワカサギを、筋子は東北地 

方一円で使われる。すまし出汁に大根・人参・牛蒡・せり・なるとを副材に甘い胡桃 

しょうゆ出汁を付けて食べる。 

◆愛知県 

名古屋市の雑煮は、質素倹約を旨とした徳川家康の出身地だけあり質素なもので、 

すまし仕立てで焼いた餅と小松菜を入れて食べます。菜は名前を挙げるに通じるそう 

です。



◆福井県 

福井市の雑煮は赤味噌仕立てで、株を上げるに通じるカブラ大根だけを具材に使い 

ます。カブラは胚軸だけでなく葉も使います。 

◆秋田県 

男鹿地方の雑煮はハタハタ漁が有名であるが、使うのはフグか焼きアジで出汁を取 

り焼いた角餅と牛蒡・長ネギを具に岩のりをトッピングします。まれにハタハタの塩 

辛から作った調味料ショッツルで味付けをする家庭がある。 

◆長野県 

木曽地方の雑煮は、富山を通り高山から野麦峠を越えて入ってきたブリを山の幸と 

組合せ焼餅、すまし仕立てです。副材として焼豆腐・大根・人参・牛蒡・ワラビやゼ 

ンマイを使います。ワラビは笑いに通じ穂が出るといって喜ばれるが、ゼンマイは穂 

が無いといって嫌われる。 

◆広島県 

広島地方は西日本では珍しく角餅を焼き、塩ブリと牡蠣が入ります。 

◆兵庫県 

神戸市は明治以降に発展した都市なので、大阪や京都の様な伝統は無くすまし出汁 

も有り味噌仕立ても有る。丸餅に鶏や焼アナゴが入るのが珍しい。 

◆お雑煮の珍しい具ランキング 

①黒砂糖（愛知県） 

②胡桃餅・胡桃だれ（岩手県） 

③干しナマコ・クワイ（長崎県） 

④ホヤ（宮城県） 

⑤焼ワカサギ（岩手県） 

⑥モツ（沖縄県） 

⑦するめ・小豆（福岡県） 

⑧焼アナゴ（兵庫県） 

⑨ワラビ・ゼンマイ（長野県） 

⑩塩ブリ・牡蠣（広島県）



上田 正義 会員 

新年明けましておめでとうございます。旧年中は格別 

のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。本年も何卒 

宜しくお願い申し上げます。 

大東ロータリークラブに入会いたしまして２回目の年 

男卓話になります。前回は１９９９年で先日、前回の原 

稿を読み返しますとノストラダムスの大予言・バブル崩 

壊の影響による不況・政治不信・アジアの経済危機・凶 

悪事件・世界紛争など１２年過ぎました現在もほぼ同じ 

状況であります。しかし、その年にヨーロッパでＥＣの発足・統一通貨ユーロの流通 

と国々が垣根を越えて結集する事により平和と経済の発展を目指す素晴らしい出来 

事もありました。次の年男（１２年後）はどの様な世界になっているのか楽しみでも 

あり不安でもあります。 

１２年後には７２歳になりますが、大東ロータリークラブで年男のご挨拶ができる 

様に身体の健康・会社の健康・私生活の健康に勤めますので宜しくご指導お願い申し 

上げます。 

うさぎ 十二支（卯）動物（兎）についてお話します。 

日本で月の模様に見立てる様になったのは、仏教説法で献身のシンボルになってい 

るからです。多産で繁殖しやすく足が速くて躍動感があるため、西洋では豊穫や生命 

力のシンボルとされ復活祭（イースター）のイースターバニーは幸運のお守り等にな 

っています。魅惑キャラのバニーガールも兎の生殖能力が高い事から由来するとか。 

今年は兎のことわざに習って頑張りたいと思います。 

＊二兎を追うものは一兎をも得ず 

同時に二つの事を得ようとすると、どちらも成し遂げられず 

＊兎死すれば孤之を悲しむ 

同類の不幸をその縁者が悲しむ例え。同類の市は自分にも同じ運命が近づく印 

＊兎の昼寝 

油断して思わぬ失敗を招く事 

＊脱兎の如く 

兎が駆ける様にとても速く捕まえられない事。素早い行動・実行力に努める 

＊兎の登り坂 

兎は前足が短くて坂を上るのが巧みである事から、地の利を得て得意の力を発揮する 

＊兎の耳 

人の知らない事件や噂などよく聞き出してくる地獄耳。情報収集を素早く敏感に反応 

＊兎の糞 

長続きしない事。物事が途切れてしまう様にはかどらない事（是にはならない様に） 

最後になりましたが、２０１１年皆様方の更なる躍進・ご健康を心よりお祈り申し 

上げまして年男のご挨拶に代えさせて頂きます。本年も宜しくお願い申し上げます。



木村 克己 会員 

あらためまして あけまして おめでとうございます 

先程、大西先輩もおっしゃいましたが、ロータリーに 

入会させて頂いて初めての「年男卓話」をさせていただ 

くにあたって、卯年生まれのメンバーの中に樋口先生の 

お名前を見つけた時、最初樋口先生は今年６０歳になら 

れるものと勘違いしておりました。 

よく考えたら本年７２歳になられるわけで、大変驚い 

た訳であります。 

昨年、私も初めて大峰登山に参加させて頂きまして、行き帰りご自身でお車を運転 

されて、登山中も私の遥か前を颯爽と歩かれている樋口先生を見させていただいて、 

本年４８歳、年男という節目を迎えるに当たって私も２４年後に樋口先生の様になる 

ために努力していかなければならないと、改めて思った次第です。 

さて、私は２００７年の７月に本クラブに入会させて頂いて、早３年半の月日が経 

ちました。入会当時は弊社事業所もまだ大阪市城東区で操業しておりましたが、2008 

年 8月に大東市平野屋へ本社• 工場を移転致しました。その後事業も順調に伸びわず 

か２年半後の昨年１１月には御領工場新設という運びになり、平野屋• 御領、そして 

三箇の金型工場と大東市で３ヶ所の事業所を展開することになりました。 

元々、平野屋への本社移転は城東区にあった３ヶ所の事業所を１ヶ所に集約すると 

いう事が根幹に有った訳ですが、わずか２、３年の間にまたしても３ヶ所になってし 

まったわけです。 

もちろん、事業が順調で仕事量が増えているからこそ、この様な展開になっている 

訳ですから、大変喜ばしい事なのですが、今回の御領工場新設に当たっても多額の借 

金が増えておりこれからそれを何とか返していかなければならないと考えて居りま 

す。

本年は年男という節目の歳でもありますので、仕事に、ロータリーに、自分自身の 

ためにも気持ちを新たに頑張って参る所存ですので、会員の皆様におかれましても今 

まで同様叱咤激励をよろしくお願い致します。



中嶋 啓文 会員 

明けましておめでとうございます。 

私も大西会員・上田(正)会員と同じく本年度 還暦を 

迎えます。 

私は小学２年生の時に、リュウマチ熱から僧帽弁閉鎖 

不全症という心臓弁膜症に掛かり三ヶ月ほど入院しまし 

た。小学５年生の時に再発し、この時も四ヶ月ほど入院 

を要しました。そのために中学卒業までは体育が出来ず 

免除されていました。 

その時に、成人式まで命が持たないと言われていたそうです。それが今、５回目の 

年男を迎えることが出来ました。家は浄土真宗でありますが、高校はキリスト教の学 

校でしたので、ちょうど卒業する前に聖母マリア様にお会いすることが出来、その方 

（家内）に守られて現在に至っております。非常に感謝しております。 

それから２０歳を過ぎて青年会議所で学ばせて頂き、４０歳を越えて今の取引先で 

ありますダスキンと出会い『祈りの経営・我、損の道を行く』の経営理念を現在も唱 

えることが出来ております。 

そして６０歳になる前に大東ロータリークラブに入会させて頂き、感謝の気持ちを 

途絶えることなく生かせて頂いております。 

６０年の人生を振り返り、家内・子供、今は天国にいる両親、そして私を支えてい 

ただいた全ての人に感謝し、これからの人生、人に地域にお役立ちできる様精一杯頑 

張らせて頂きます。 

これからも、どうぞお力添えいただきます様お願い申し上げます。 合掌


