
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （3 月 26 日） 

次週の予定  （4 月 2 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（3月 12日分） 

会員数 44名 出席数 36名 欠席者 1名 

特定免除 6名 その他免除 1名 

出席率 97.29％ 

 

前々回 2月 26日分 

ホームクラブの出席者 36名  94.73％ 

メークアップの結果 38名 

特定免除  5名  その他免除  1名 

欠席者  0名  修正出席率 100.00％ 

 

ロータリーソング 

「四つのテスト体操」「我等の生業」 

２０１２年～２０１３年度 

国際ロータリーのテーマ 

奉仕を通じて 
平和を 

 

 田中 作次 

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 藤本 和俊 
■幹 事 髙島  登 
■会報委員長 松原 清一 

◆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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 後面に記載 

今月のテーマ 

「認字率向上月間」 

平成 25年 3月 26 日   No.2198    H25.3.12(No.2197の例会記録) 

 

 

「 会社を守るための財務戦略 」 
 担当 中嶋 啓文 会員 

講師 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 
徳原 俊裕 氏 

 

 

い 

「 春の交通安全週間について 」 

 担当 中原  毅 会員 

四条畷警察署 課長 

 

い 



 

皆さんこんにちは 

本日は、昨年 4 月より 2660 地区米山奨学生とし

て受入しました付翠紅さんが今月末をもって期間終

了となり、当クラブに於ける最後の例会出席であり

ます。振り返りますと、7 月に米山奨学生学友会総

会並び歓迎会の出席にはじまり、そして毎月の例会

時に近況報告をこまめに話されるなど、こちら側が勉強になることが多くありました。

また大東RC45周年記念式典・懇親会並びに台北雙溪ロータリークラブ歓迎会等で通

訳をして頂き、お陰様で両クラブが大変和やかにフレンドリーな関係が構築できたこ

とに感謝申し上げます。そしてカウンセラーの杉原会員、田川米山委員長には、日頃

より家族ぐるみでお世話をして頂きお礼申し上げます。来月からは、ネパール出身で

関西外国語大学に在学中のシュリタ・リエさんが当クラブ受入の奨学生になります。

また皆様宜しくお願いします。 

さて 3月に入り先週はかなり気温も上がり、全国的にも花粉症が広がりを見せ、今

年の花粉飛散量は昨年の 5 倍ということですから、私も目が痒

く鼻水が出るなど、寝不足状態が続いております。早速小林先

生のところで検診して頂き、今は少し良くなっています。専門

の先生もおられますが、ここで花粉症についてお話をさせてい

ただきます。 

世界史からみれば、いつ頃出現したかは明確には判っていませんが、紀元前 500年

頃に風土病について述べられている一節が、現在の花粉症ではないかとの考えもあり

ます。最初の確かな記録は 1819 年イギリスで発病した夏風邪様症状の報告がありま

す。日本では 1960 年代にスギ、ヨモギ、カモガヤなどによるアレルギー症状を呈す

る患者を多く診察をしたのが花粉症の気づくきっかけとなりました。ではどの程度患

者いるかと言えば全国平均では 15.6％、近畿では 17.4％、最も高い東海で 28.7％と

報告されています。特にスギ花粉症の有病率は全国で 20％を超える増加傾向です。 

その対策としまして、自分でできるセルフケアでは、外出時にはマスク、メガネを

して原因の花粉を少しでも体の中に入れないようにする努力が必要です。花粉症用の

マスクで約 1/6、メガネで約 1/4 程度減少します。飛散が多い時にはなるべく外出を

さけたり、帰ったらすぐに顔を洗い、うがいをして、室内では空気清浄器の使用する

ことで 75％の改善度があります。また今のシーズン中国から黄砂それに伴い、汚染物

 藤本 和俊 会長 

 

 

 

会長の時間 



質 PM2.5 などが飛来しています。この予防にはマスクを 2 枚し、1 枚は水に濡らし

たものでガードをかける工夫もあります。更に鼻粘膜の状態を良くするには、悪化の

因子であるストレス、睡眠不足、飲みすぎなどを抑えることが必要です。 

このように辛い花粉症の季節を快適に過ごすには、セルフケアと医師、薬剤師によ

る治療を早めに受診することをお勧めします。皆様方いかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

◎米山奨学委員会                田川 和見 委員長 

米山奨学生 付翠紅さん 
 

私はロータリー米山奨学生になって各国の奨学生と

交流したことにより、友達も沢山でき、友情の輪も広

げることができました。 

 また世話クラブに月１回例会に参加させて頂くこ

とにより、ロータリアンとの交流ができ、日本の素晴

らしさを教えて頂くことができました。元々、人の前

に立ち話すのがとても苦手で緊張する私にとっては大勢の前で話すことは貴重な

チャンスでした。そのおかげで今は、人の前で話す時の緊張が減ってきました。 

 また、大東ロータリーとスワンシーロータリークラブとの友好の宴、大東ロー

タリー45 周年記念式典においては、来賓として出席させて頂き、通訳という大き

な役を体験させて頂き、非常に勉強になりました。米山奨学生になって、短い 1年

間でしたが、本当に多くの事を学び、普通では体験できない事をも沢山体験させて

頂きました。この期間で学んだことが私の一生の誇りとなり、一生の宝物として心

に残ることと思います。また、頂いた御恩は一生忘れることはありません。「人々

にしてほしいとあなたが望むことを人々にもその通りにせよ」という米山梅吉氏の

言葉を心に刻み、今後の生活や仕事の中で大いに自分の力を貢献したいと思います。 

委員会報告 



◎ニコニコ箱委員会                    中野 秀一 委員長 

・結婚記念日 自祝 鷺森  董 君 

・結婚記念日 自祝 田川 和見 君 

・結婚記念日 自祝 橋本 正幸 君 

・結婚記念日 自祝 中嶋 啓文 君 

・結婚記念日 自祝 東村 正剛 君 

・結婚記念日 （2月） 自祝 清水  修 君 

・家族会 欠席 お詫び 大川 真一郎君 

・家族会 欠席 お詫び 上田 陽造 君 

・中嶋君、写真ありがとう 谷中 清孝 君 

・中嶋会員、写真ありがとうございました 中原  毅 君 

・カウンセラーの杉原会員、田川米山委員長には日頃より米山奨学生、 

付翠紅さんのお世話を家族ぐるみでして頂きありがとうございました 

そして付翠紅さん今後も頑張って下さい 藤本 和俊 君 

・中嶋さん、写真ありがとうございました 感謝 上田 正義 君 

・親睦会お疲れ様でした 

家族会写真ありがとうございました 感謝 髙島  登 君 

・宝塚での写真ありがとうございました 感謝 堀部 邦夫 君 

・中嶋さん、写真ありがとうございます 感謝 大東  弘 君 

例会 早退 お詫び 橋本 正幸 君 

・米山奨学生の付さんと卒業旅行に行ってきました 感謝 田川 和見 君 

・米山奨学生の付翠紅さんと終了旅行に行って来ました  

田川米山奨学委員長ご夫婦ありがとうございました 感謝  

中嶋職業奉仕委員長、家族会写真ありがとうございます 杉原 巨峰 君 

・無事娘が大学を卒業しました  

中野会員のお力添えで就職も決まり感謝です 佐藤 多加志君 

・親睦打ち上げ懇親会に会長幹事出席頂き 

ありがとうございました 感謝 佐藤 多加志君 

・佐藤委員長先週は色々お世話になりました  

中嶋先輩、写真をありがとうございました 感謝 木村 克己 君 

・皆様のニコニコに感謝！ 感謝 中野 秀一 君 

 



サガミリュウグウウミウ

シ 3㎝ 

・中嶋職業奉仕委員長、先日は北新地の夜有難うございました  

又、宝塚ジェンヌの写真有難うございました 感謝 東村 正剛 君 

・春の家族会 余剰金 職業奉仕委員会 親睦活動委員会 中嶋 啓文 君 

・中嶋先輩写真ありがとうございました  感謝 空門 満也 君 

・会長、幹事、佐藤委員長、空門さん  

ありがとうございました 感謝 間  紀夫 君 

・親睦、北新地 ありがとうございました  

楽しい時を過ごしました 感謝 東野 喜次 君 

・空門さんドタキャンすみませんでした 森岡 信晶 君 

 

 

いろいろなウミウシ 

写真は和歌山南部で撮影

したキイロウミウシ 

黄色と違うんですが、な

ぜかキイロウミウシなん

です。 

泳いでいる巨大ウミウシ 

名前は不明ですが、手のひ

らぐらいある巨大なウミ

ウシ。 

名前不明ですが、海藻に

付いていて、花みたいに

見えませんか？絵になる

ウミウシです。 

不明 1㎝ ミチヨミノウミウシ1cm 



 

 

「 新入会員経歴発表 」 

森岡 信晶 会員 

●自己紹介 

1967年 昭和 42年 8月 30日 生まれ 45歳  

乙女座 B型 

既婚 嫁 1人 

子ども 3人（男子が 2人 女子が 1人） 
 

自身はデザイナーとして会社務めをしていました

が、ご縁があって起業することになりました。 
 

会社名 （株）共栄ワークス 

2003年 平成 15年 10月開業 

現在 10期目 
 

□主な売物は 

ホームページ、動画、グラフィックデザイン（シンボル、ビジュアル、チラシ、

ポスター 印刷物…） 
 

インターネットを活かして、企業様が自社の製品やサービスを PR する上で必

要になるツールの企画、デザイン、制作を行っております。 

その中でも、大切にしているのは、見せ方を考えたビジュアル表現です。 

製品、サービスの特徴から人にどう伝えるのか？を考えて作ることです。 
 

もう一つは、インターネットでモノを売るインターネット通販の運営を行って

おります。 

最近では、スマートフォン、タブレット PC の普及にともなって、今求められ

ているのが、この新しい道具をどう仕事で使って行くのか？という営業支援・業

務活用をテーマとした仕組み作り。システム開発の分野も最近のニーズとなって

きております。 

つまり、スマートフォン、タブレット PC 等の端末をうまく活用すれば、様々

な場面での情報収集が可能となります。 

・リアルタイム（即時性がある） 

・情報共有が可能である。 

・レスポンスが向上する。早く次の行動が行える！ 

先週の卓話 



 

□情報って何？ 

その事柄を知っている事で、次の対処•対応が出来る要素。 

つまり「今！」判断出来るという時間的な優位性持って、管理•監督者の経験値

に基づくベストな行動が可能。 

既存のサービスからそれを探り出し、インターネット技術と融合させ再構築す

る事も我々の仕事の範囲です。 

ロータリーの様々な活動の中で活かして行ければと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

安田 智洋 会員 

●自己紹介 

たくさんの人生の先輩方と、お会いし、たくさんの経

験を聞き、勉強したいと思い参加させて頂きました。 

住  所：大阪府東大阪市東石切町六丁目８番５４号 

氏  名：安田 智洋  

生年月日：昭和４４年１０月１９日 

     その他  ： ３人兄弟の長男 

略  歴：諸福小学校 大東リトルリーグ 

     四条畷学園中学校 陸上部 

     昭和６３年３月 大阪府立四條畷高等学校 卒業  陸上部 

     平成５年３月 愛媛大学 法文学部法学科 卒業 

 スキューバダイビング部 

     平成７年 11月 司法書士試験合格     

     平成８年１月 行政書士試験合格 

      平成 10年 12月 26日 安田司法書士・行行政書士事務所 創業 

平成 17年８月２日  司法書士法人Ｇ．Ｏ．Ｇ設立 
 

結婚して、子供が３人です。 

 ５歳 勇希翔  ３歳 歩夢  ０歳 結愛 

 



＜仕 事＞ 

名 称：司法書士法人Ｇ．Ｏ．Ｇ 

    安田行政書士事務所 

代表者：安田 智洋 （昭和４４年１０月１９日生） 

主たる事務所：大阪府大東市浜町９番１５－３０９号 

 電 話 ０７２－８７５－２７６９ ＦＡＸ ０７２－８７５－２７５８ 

従たる事務所：大阪市北区天神橋二丁目２番２７号 北区不動産会館ビル４Ｆ 

 電 話 ０６－６３５６－８７５５ ＦＡＸ ０６－６３５６－８７６６ 

経営理念：地元に密着した、身近な、街の法律家になることを目指す 

ホームページ：http://gog.ne.jp 

司法書士登録番号：大阪 第２１９２号 

簡裁訴訟代理関係業務認定番号： 第２１２３４５号 

行政書士登録番号：９９２６７７６４号 

創 立：平成１０年１２月２６日 

事務所所員総数：８名（司法書士資格者２名） 

          （行政書士資格者３名）  

業務内容：不動産登記（相続・売買・贈与・抵当権） 

     商業登記（会社設立・役員、商号、目的、本店変更） 

     裁判事務（自己破産・任意整理・滞納賃料請求訴訟・建物明渡訴訟） 

     許認可申請（建設業・宅建業） 

     上記に関する、申請業務・相談業務 

そ の 他：大阪司法書士会 北大阪支部 副支部長 

     大阪府宅地建物取引業協会 北支部 顧問司法書士 
 

＜今気になること＞ 

①ゴルフ １２０位です 

②同業や士業、不動産・建築業界等の司法書士の仕事に関係する方との会うこ

とが中心の狭い世界になっています。再度昔のように、新しいことにも挑戦した

いという気持ちがあふれています。 

幅広い分野の方、また年上、年下の方問わず、たくさんの方とお会いし、仲良

くなっていきたいと思っています。 

③新しい事業 

 ダイレクトセーリングの流通、販売形態に興味を持っています。 

 サプリメント、美容機器の紹介をニュースキンという会社でしています。 

 


