
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （3 月 25 日） 

次週の予定  （4 月 1 日） 

ロータリーソング 

「 それでこそロータリー 」「 四つのテスト体操 」 

ロータリーを実践し 
みんなに豊かな人生を 

２０１３年～２０１４年度 

国際ロータリーのテーマ 

国際ロータリー会長 

ロン・D・バートン 

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 上田 正義 
■幹 事 小川 芳男 
■会報委員長 杉原 巨峰 

◆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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平成 26 年 3 月 25 日   No.2242 H26.3.18(No.2241 の例会記録) 

先週の例会報告 

大東ロータリー会長テーマ 

「今を生きる、そして未来につなげる」

◆ 出席報告（3月 18 日分） 

会員数 42名 出席数 32名 欠席者 3名

特定免除 7 名 その他免除 0名 

出席率 94.12％ 

 

前々回 3月 4日分 

ホームクラブの出席者 30名  88.24％ 

メークアップの結果 34名 

特定免除  8名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

今月のテーマ 

「識字率向上月間」 

    裏面に記載 

 「 春の交通安全週間について 」 
 四条畷警察署 警部

警部補
  巡査部長

担当 中原  毅 会員

「 職業奉仕に因んで 」 

 職業奉仕委員会 佐藤 多加志 委員長



 
 
 

皆さん今日は、例会出席ありがとうございます。 

本日、例会に出席にして皆様方のお顔を拝見するの

が非常に不安でありました。 

実は私事で恐縮でありますが、先週例会の朝ぐらい

から身体が異常に倦怠感があり、熱はあまり高くな

く、平熱より少しあるか程度でした。ただ悪寒が強

くおかしいなと思って会社に帰り、その夜７時より打ち合わせの為お客様のご自宅

に出向き９時３０分頃までお話をして、契約を頂き嬉しいはずが身体の倦怠感・悪

寒は最高潮に達しこれはまずいと思い、お客様に次の予定がありますので失礼しま

すと伝え、お客様の家を出まして車まで何とかたどり着き帰宅する事ができました。

家族に病院まで連れてもらい診察を受けると、原因は生まれて初めてのインフルエ

ンザ B 型でした。２～３日は布団から起き上がる事も出来ませんでした。辛うじ

てトイレにいくのが精一杯でした。お陰様で昨日病院に行ってまいりましたら、も

う大丈夫と言われました。まだ少し身体の倦怠感が残りますが後は時間が経てば回

復すると思います。本日朝から先週最後にお会いしたお客様に連絡を取り感染して

いないか確認しましたら、感染はしていないとご返事を頂き少し安心いたしました。

その時脳裏に浮かんだのが倒れた日はロータリーの例会であった日ではないか。私

の菌が皆様方に感染していないか非常に心配でありました。 

潜伏期間が１週間ぐらいと聞いておりますので、身体がおかしいなと思われる方は病

院にいって診察を受けられる事をお勧めします。但し B 型でなければ私の菌ではあり

ません。現在一人被害者がでております。当社の社員です。本日出社しますと全員か

らしばらく会社に来るなと言われ即マスクを渡されコーヒーも入れてもらえず、一人

寂しくコメダ珈琲でコーヒーを飲んだ朝でした。今からでも遅くはありませんので、

予防注射がまだの方はされる事お勧めします。私はしておりませんでした。 

私は今回の事で病気に対しての認識が甘く考えていたようで、持病の糖尿病の治療

も、もうちょっと真剣に取り組もうかと、何時も主治医から注意を受けても実行し

なかった食事制限・運動療法を始めようかと思います。人生なんでも予防が大事で

す。大事になる前に予防です。特に会員諸兄の中には奥様にはバレテはまずい事が

あれば奥様に予防注射を打って置く事をお勧めします。 

 上田 正義 会長会長の時間 



本日の会長の時間は私事になりました事誠に恐縮であります。申し訳ありませんで

した。皆様方におかれましては、まだまだ寒暖の差が大きい日もありますのでお身

体に十分注意してください。 

追伸 

大阪桐蔭高校の森山先生よりお話がありまして、来る３月２５日、１３時から１５

時まで大阪桐蔭高校アリーナーで、大相撲の横綱白鵬関が講演とバスケットボール

クラブとの練習試合・吹奏楽部と共演があります。当日例会がありますので、途中

からになりますがお時間がある方はご参加できますのでお知らせいたします。  

 

 

 

◎社会奉仕委員会      松原 清一 委員長 

恒例の春の交通安全運動が開催されます。出欠表を受付に出させて頂いております

ので、多数のご参加よろしくお願い致します。 

日 時：4 月 4 日（金） 午前 7 時 45 分～（30 分程度）    

集 合：午前 7 時半       

場 所：住道駅前デッキ広場  

 

 

 

 

◎ インターアクト委員会     東村 正剛 委員長 

先日、地区の合同会議に参加してまいりました。「SCRUM」（冊子）が配布されま

したので例会中に回させて頂きます、閲覧お願い致します。 

また、決定事項ですが、8 月 5 日～8 日に台湾への海外研修が決定いたしました。

次年度は桐蔭中学高等学校がホスト校となっておりますので、皆様多数のご参加よ

ろしくお願い致します。 

そして、6 月 1 日四天王寺中学高等学校にて新入生歓迎会がございます。そちらの

方へのご参加もよろしくお願い致します。 

 

委員会報告 



◎ゴルフ同好会        大矢 克巳 キャプテン 

明日、3 月 19 日に大東ロータリークラブ第３回ゴルフコンペを泉ヶ丘カントリー

クラブ開催させていただきます。組み合わせの変更がありましたが、これで最終と

いうことでさせて頂きますのでご理解お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

◎職業奉仕委員長      佐藤 多加志 委員長 

先週の木曜日から木、金、土と台湾へ春の家族会の打ち合わせということで行って

まいりました。行ったタイミングが向こうの周年の式典の日と重なりまして、是非

にとお誘いを受け参加させていただきました。雙溪 RC の周年は日本の周年と少し

異なり、毎年周年式典を同じようにされております。参加させて頂きましたところ

丁重なおもてなしを受けました。先方のメンバーから、少し問われました事が大東

ロータリークラブの周年にはいつもご夫婦で参加されていて、こちらも夫婦で参加

させて頂いているがこちらの周年にはいつも会員のみの参加の様ですが、何か決ま

りがあるのですか？こちらは夫婦で参加しているがいいのかどうかということを

問われました。 

来年のガバナーの就任のパーティ、そして周年の式典にはぜひご夫婦で参加下さい

ね！っとご要望がありました。 

台湾の方の考え方は我々がロータリーの活動が出来るのはバックヤード、家族の支

えがあるからで、「ロータリアンの妻はロータリアンでもあるんです」と熱く話を

して頂きました。詳細につきましては、また来月理事会にて報告させて頂きます。 

 

 

 

 

☆ 3 月 18 日（火）例会後 次年度の事業予算会議が開催されました。 



 
◎ニコニコ箱委員会        東野 喜次 委員長 

・入会記念日 自祝      大西 寛治 君 

・入会記念日 自祝      西條 義昭 君 

・入会記念日 自祝      橋本 正幸 君 

・誕生日 自祝       福富 經昌 君 

・誕生日 自祝       大矢 克巳 君 

・例会出席ありがとうございます  

佐藤委員長ごくろう様でした      上田 正義 君 

・米山奨学生 感謝祭に行ってきました  

シュレスタ・リエさんが司会でがんばっておられました 小川 芳男 君 

・少し広い部屋に引っ越しました     髙島  登 君 

・2 週連続の例会欠席申し訳ございません    大矢 克巳 君 

・台湾双溪 RC23 年式典参加して来ました   佐藤 多加志君 

・佐藤会員、大変お世話させていただきました   木村 克己 君 

・德山会員大変お世話になりました  

中原先輩、髙島先輩ありがとうございます 感謝  中野 秀一 君 

・德山さん、香里園ではお世話になりました 感謝  東村 正剛 君 

・德山さん、香里園ごちそう様でした  

ありがとうございました 感謝     空門 満也 君 

・親睦委員会、懇親会欠席 お詫び    間  紀夫 君 

・中野さんをはじめ親睦の皆様、ありがとうございました 東野 喜次 君 

・親睦おつかれさまでした 安田さんありがとうございました 森岡 信晶 君 

・親睦委員会の皆様、お疲れ様でした 美味しい食事で楽しい夜でした  

ありがとうございました 感謝     山田  伸 君 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

「 新入会員経歴発表 」 

    担当 山田 伸 会員 

 

 

 

 

 

  

 

自己紹介という事で簡単に経歴等を話させてもらいます。昨年 9 月に入会させて頂

きました、山田 伸といいます。1963 年（昭和 38 年）4 月 18 日生まれ、牡羊座

の B 型です。B 型で変わり者と思われがちな性格ですが、自分では至って温厚で、

協調性のある方だと思っております。しかし、周りからはやっぱり変わり者で、マ

イペースの自己中心型だと言われ、別れた妻には事あるごとに言われておりました。

現在は離婚歴があり、独身です。現在は守口市の大日交差点近くで日動建設といい

ます建築業、建売業を営んでおります。創業は昭和 50 年、先代の私の父が設立し、

2 代目という事でさせて頂いております。 

では、簡単に経歴を話させて頂きます。高校時代は勉強よりもスポーツということで

サッカー部に所属し、毎日サッカーボールを追っかけておりました。自分の実力を知

らないままになぜか、国体選抜の試験に同僚と2人で受けにいったのが事の始まりで、

そんなに私と変わらない同僚が代表に選ばれ、ひょっとしたら自分も上手いのではな

いかと、サッカーを続けたいために親元も離れ、東京の大学に進学を決めました。無

事に日本大学経済学部に進学でき、勇んでサッカー部に入ったのですが、やはり全国

レベルの壁は高く鳴かず飛ばずで、４年間を過ごしました。ただ厳しい練習にも耐え、

いわゆる体育会系の縦社会を経験できたのは今の体力的によかったかなと思ってお

ります。大学の4年間は勉強せずひたすら体力づくりに励んでいたようなものでした。 

卒業後、就職はそのまま東京で証券会社に入社しました。当時、バブル絶頂期で日

経平均が高値 39000 円を付けた年でした。新人の頃は、それはもう厳しい毎日で

先週の卓話 



した。顧客獲得に向け何をすべきか、上司は優しく教えてはくれませんでした。で

は何をしたかというと、ただやみくもに営業するのではなく、目標を具体的に数値

化していきました。1 日の訪問件数、1 日の売り上げ、1 週間、1 か月の目標を立

て、実現に日々努力していきました。 

12 年間勤めておりましたが、平成 11 年に先代の体調不良により、大阪に呼び戻さ

れ今の会社に入りました。建築というこれまでの金融業とは 180 度違った業種にど

うしたらいいのか戸惑いだらけの毎日でした。とりあえず、毎日現場に出され、昔な

がらのつるはしを担ぎ、金づちをたたく日々で仕事を覚えていきました。そして、平

成 17 年父の他界とともに代表になり今に至っております。やはり、二代目というこ

とで周囲もそして自分自身も最初は不安だらけでした。では、どうすれば不安は軽減

できるか、仕事に取り組んでいくうえで、大事にしなければならない事は何かと考え、

顧客満足度これを実践して行こうと考えました。そして、今なにが求められているの

か情報＝知識かなと、今も試行錯誤の中で日々頑張っております。 

また、先代から譲りうけた一つに保育園があります。これが大東市の深野にあり、今

回大東ロータリーに入会させて頂く縁になったのではないでしょうか。年度末という

こともあり、卒園式を控えた保育園に毎日のように顔を出して子供たちの真っ直ぐな

眼差しに心癒されています。 

今回御縁を頂き、大東ロータリークラブに入会させて頂きました。自分に何が出来

るのかアイサーブ、職業奉仕の精神、まだまだ理解しきれてない事が多いと思いま

す。これは先輩たちの活動を見ながら覚えていかなきゃならないと思っています。

また、利害関係を超えた人達との「つながり」を作りたいと思っています。会長の

「今を生きる、そして未来につなげる」今日縁のある点と点の繋がりが将来なんら

かの形で線として繋がり、なんらかの形で皆様にお返しできればと思っています。

自分の直感、運命、人生というと少し大げさですがそれを信じて、今知り合えた人

間関係を大事にし、発展させる事を意識していきたいです。若輩者ではありますが、

今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。 

 



昨年度米山奨学生付翠紅さんより、近況報告が届いておりますので載せさせて頂き

ます。 

 

拝啓 
大東ロータリークラブの皆様、ご無沙汰しております。 
皆様、相変わらずお元気でいらっしゃいますか（微笑）。 
米山奨学生を卒業し、早 1 年も経ち、時の流れは早いものですね。 
奨学生の時、月一回例会に行くのをとても楽しみにしていました。 
皆様、いつも暖かい笑顔でお迎えいただき、心温まる幸せな時間でした。 
そして、大東ロータリー45 周年式典においては、来賓としてお招きいただき、又、

台北ロータリークラブとの懇親会にて、通訳を体験させていただいたり、春の歩き

会に一緒に参加させていただいたりなどなど、沢山の体験をさせていただきました。

心から感謝しておりますし、ご恩は一生忘れません。 
私は今、田川様に紹介していただいた機械メーカーで元気、溌溂で働いています。

先日、田川様と杉原様、リエさん、会いに来て下さって、すごく驚きましたけど、

わざわざ来て下さって、本当に感動しました。うれしかったです。ありがとうござ

いました（涙）。 
そして、米山学友として、米山学友会が主催したイベントや地区活動に積極的に参

加しており、充実した日々を過ごしています（笑）。 
また、去年 5 月初級ライラに参加したとき、大阪北ローターアクトクラブの方に出

会えました。その方の紹介で、今大阪北ローターアクトクラブの一人となりました。

先日、来年度の国際奉仕委員長を選ばれて、7 月から国際奉仕に力を入れて頑張っ

ていきたいと思いますが、今の自分はちゃんと出来るかなと少し心細いですけど。

とにかく、出来ることは精一杯でやって、結果より過程のほうが大事かなと思いま

した。皆様、応援してください。そして、今度皆様に会うのを楽しみにしています。 
最後に、皆様、ますますのご活躍と御健闘をお祈りします（微笑）。 
        

敬具 
元米山奨学生 付 翠紅 

平成 26 年 3 月 13 日 

 

 

 


