
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （4 月 15 日）

次週の予定  （4 月 21 日）

◆ 出席報告（3月 31 日分） 

会員数 42名 出席数 31名 欠席者 1名 

特定免除 10名 その他免除 0名 

出席率 96.88％ 

 

前々回 3月 10日分 

ホームクラブの出席者 33名  91.67％ 

メークアップの結果 36名 

特定免除  6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 

「それでこそロータリー」「四つのテスト体操」

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 髙島  登 
■幹 事 大東  弘 
■会報委員長 東野 喜次 

◆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？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN

ニコニコ箱 

平成 27 年 4 月 7 日   No.2286   H27.3.31 (No.2285 の例会記録) 
平成 27 年 4 月 15 日   No.2287   H27.4. 7 (No.2286 の例会記録)

先週の例会報告 

 
ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長 

ゲイリー C.K. ホァン 

２０１４年～２０１５年度 

国際ロータリーのテーマ 

大東ロータリー会長テーマ 

「LIGHT UP DAITO 地域と ともに輝きを」

今月のテーマ 

「雑誌月間」

裏面に記載 

ビジター        交野 RC 木本 辰也 氏

「 3 クラブ合同例会 」 

ホスト：四条畷 RC

「 雑誌月間に因んで 」 

 雑誌委員会 福富 經昌 委員長

◆ 出席報告（4 月 7日分） 
会員数  42名 出席数 24名 欠席者 9名 
特定免除  9名 その他免除  0名 
出席率 72.73％ 
 
前々回 3月 24日分 

ホームクラブの出席者 33名   91.67％ 
メークアップの結果  34名 
特定免除  6名  その他免除    0名 
欠席者    2名  修正出席率 94.44 ％ 



 

春の選抜高校野球では地元大阪桐蔭が夏に続

き甲子園連覇を目指して戦っています。是非、

頑張って下さい。 

選抜と共にスポーツのニュースでは大変すば

らしいニュースがありました。陸上男子 100 メ

ートルの桐生祥秀選手が、追風参考ながら電動

計時では日本人初となる 100 メートル 9 秒台の 9 秒 87 と言う大記録を達成しまし

た。今回は追風 3.3 メートルで参考記録となりました。追風 3.3 メートルと言えば

時速約 11.8 キロメートルとなりますのでランナーに有利かも知れませんが、これ

が追風 2 メートル迄でしたら正式記録になっていたので残念です。 

人類が初めて 100 メートル 10 秒台の壁を破ったのは、今から 47 年前の 1968

年の事です。この年は手動計時から電動計時に変わろうとしていた頃でしたが、こ

の年に手動、電動共に 9 秒台の記録が出ています。しかし、この年の電動計時は高

地記録でしたので平地での電動計時 9 秒台は 1983 年のカールルイスが 初の選手

となりました。その後、9 秒台の選手は増え続け全世界で 2014 年迄に 94 名の選

手が 9 秒台を記録しています。 

アジアからは 2 名の選手が出ていますが、ナイジェリア出身のカタール人の方で

す。桐生選手には是非アジア出身者として初めての 9 秒台を全世界で 100 人目迄

に日本人としての名前を残して欲しいと思います。全国民が期待していますので頑

張って下さい。 

 

 

 

 髙島  登 会長会長の時間 

     
 
 

『神田桜』                         ●日本の桜百選 19    

この桜は地名をとって神田桜（ｼﾝﾃﾞﾝｻﾞｸ

ﾗ）というが、別名は「大糸桜」ともいわ

れている。  
八ヶ岳高原の畑の中にただ一本で立って

おり、あたかも孤高を保つかのようであ

る。 南に甲斐駒ケ岳、北に八ヶ岳を遠く

望む絶好のロケーションにある。 
 
背景の山は甲斐駒ヶ岳 

所在地 山梨県北巨摩郡小淵沢南阿蘇村中松 



 

◎ニコニコ箱          間 紀夫 委員長 

・結婚記念日 自祝 （2 月）在籍祝い    清水  修 君 

・誕生日 自祝 （3 月）         大矢 克巳 君 

・年度末です 来年度も宜しくお願いします   髙島  登 君 

・孫が幼稚園を卒園しました 自祝    大東  弘 君 

・ゴルフ会で会長賞を頂きました 感謝          樋口 秀和 君 

・早退お詫び       大西 寛治 君 

・5/5 ロータリーフェスティバル中央公会堂 ゴールデンウィーク予定の 

あいている方御参加をよろしくお願いします   小川 芳男 君 

・今月は欠席が多くてすみません     大矢 克巳 君 

・東村さん楽しい夜をありがとうございました   田川 和見 君 

・無事 会社の決算が終わりました 感謝   木村 克己 君 

・佐藤さん、木村さん ありがとうございました 感謝  中野 秀一 君 

・田川会員 お世話になり有難うございました 感謝  東村 正剛 君 

・皆様のニコニコに感謝      間  紀夫 君 

・今週の週報に津山鶴山公園の桜を入れさせて頂きました  

来週楽しんで下さい      東野 喜次 君 

・早退 お詫び いつもありがとうございます   安田 智洋 君 

 

 

 

 

◎社会奉仕委員会        佐藤 多加志 副委員長 

地区から、大型サイクロン パム直撃による甚大な被害を受けたバヌアツに支援

募金のお願いが来ております。今から募金箱を回しますのでご協力の程、よろしく

お願い致します。 

 

委員会報告 



 

「 新入会員経歴発表 」 

 

中野 隆二 会員 吉村  茂 会員 

柿木  篤 会員 西山 潤一 会員 

 

＜中野 隆二 会員＞ 

新入会員の中野隆二と申します。 

私の経歴紹介ですが、父親が福岡県田川市、

母親が鹿児島県指宿市の出身で共に大阪へ上

京し、私が昭和４８年１１月２０日に四條畷

市二丁通りで産まれ、移転の多い家庭環境で

育ちました。小学校は東大阪市への移転に伴

い東鴻池小学校を５年生まで通学し６年生からは大東市南津の辺町に移転し、深

野北小学校で同校区内の深野中学校へ進学いたしました。小学生の６年間は、リ

トルリーグと空手を習い深野中学校の３年間はラグビー部に所属しフッカーの

守備位置にて活動をいたしました。そして、中学卒業と共に生駒市真弓南への移

転が決まっておりましたので、高校は奈良市新大宮駅近郊の奈良高等専修学校と

いう情報処理科の学校に進学いたしました。高校ではパソコン・ワープロ・簿記

などの学業をおこない、学校が終わればガソリンスタンドのアルバイトをし、そ

れが終われば大好きな自動二輪やホンダのシビックなどのチューニングして毎

晩峠などを巡りツーリングして楽しむ日々を送っておりました。そして就職先を、

自身大好きでした整備士になりたく南津の辺町(有)生駒自動車へ就職させてい

ただきました。整備で勉強させていただき２年間の勤務の上退社し、それから１

年６ヶ月の期間で電気工事会社やコンクリートのボーリング会社などの職をて

んてんとしているなか、私的な事であまり話する機会の無かった父親より「お前

は職をてんてんと替えて将来はなにをするんだ」と言われました。当時の私は不

動産業に魅力を感じず、「体を使った現場仕事がしたい」と伝え、当時弊社の外

注先でした、大東市中垣内にある正岡工務店に入社させていただき、そこで宅地

造成工事・基礎工事・一般住宅の新築工事の工程などを把握しまして、２年経っ

た頃に親方から「父親の会社に入社して自分で工事しなさい」と言っていただき

ました。それから１９年間たち現在に至っております。そして 2004 年度に勤務

先週の卓話 



しているなか、中野秀一先輩より（一社）大東青年会議所へお誘いいただき、会

議所での１０年間の学びと人との出会いに感謝し、日々繰り返される会議のなか

で現世代の課題や諸問題など検証し、率先してまちづくり運動や活動に取り組ん

でいただける人財育成が 終課題だと自身考えさせていただきました。そしてこ

の度大東ロータリークラブへ入会し、奉仕の精神やまちづくり活動にプロフェッ

ショナルの諸先輩がおられる会へ入会させていただけましたことを心より感謝

し、アイサーブと自身が発言できるように精進させていただきます。自身４１歳

の若輩者で至らぬ点多々ございますが、皆様からのご指導並びにご鞭撻を戴けま

すように今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 

＜吉村 茂 会員＞ 

今年の１月６日に当大東ロータリークラブに

高島会長と東村委員長と中先輩の推薦を頂き

入会させていただきました吉村です。只今から、

吉村茂の経歴紹介をさせていただきます。 

私は、昭和３３年 8月１０日奈良県宇陀郡御杖

村で生まれました。現在５６歳です。私のふる

さとはかなりの田舎で、駅のある町までバスで１時間もかかるような村です。中

学校を出てからは、下宿暮らしで高校に通い大学のときに大阪に出てまいりました。 

大学は大阪電気通信大学で、就職はリンナイ㈱というガス器具製造会社です。１

７年間サラリーマンを経験しました。 後は開発部の課長として１２人ほどの部

下をもつ組織でシステムエンジニアをやりました。平成７年１月１７日あの阪神

大震災が起こり、私は２日後ボランティアとしてまだ余震があり火災が発生して

いる長田の地に出向きました。そこで見た状況は本当にすさまじくこの時に、何

か人の役に立つ仕事がしたいと思い、３年後平成１０年４月に、次の仕事も決め

ずに多くの同僚や部下を裏切り、反対を押し切って会社を辞めました。 

この時、子供は長男が小学校１年生と長女が幼稚園でした。１年間で退職金も無

くなり無一文になってしまいましたが、文句も言わず妻がよく支えてくれました。

本当に必死で新しい仕事を覚えました。今までコンピューターしか触ってなく、

半田ごてやピンセットのような道具がメインの仕事でしたが、急にヘルメットを

かぶり電気工事の腰道具を着けての仕事は３９歳になってからの手習いはきつ

かったです。 



会社を辞めて 17 年が過ぎました。国家資格を３０個以上取得し、息子も大学を

出て一緒に働いております。ベストライフの名前は、命が一番大切ですという意

味をこめて名づけました。現在は、従業員２０名で、総合ビルメンテナンスとし

て北は新潟、南は四国、岡山まで東は愛知県まで高範囲で走り回る仕事をしてお

ります。メインは大阪と三宮が中心の仕事です。皆さんがご存知な建物としては、

神戸市役所大阪北ヤードのグランフロント大阪オーナーズタワーマンションや

オリックス本町ビルや奈良健康ランドのような建物の点検もしております。私の

奥様もＮＰＯ法人すまいみまもりたいを経営しておりまして、野崎参道商店街の

理事長として活動させていただいております。夫婦ともに忙しい中でも週１回は

映画を見て、コスパにも通っています。何も無いときはいつも夜１２時ぐらいま

で会社で仕事をしております。 

これからも体が続く限り、しっかりと働いて社会に貢献したいと考えております。

火災予防協会でも理事、商工会議所の建設部会でも副部会長と地域活性化委員会

の会長をさせていただいております。東高野街道と飯盛城の三好長慶を売り出し

大東市をぐっと盛り上げるようにがんばります。今後とも諸先輩の皆様にはご指

導とご鞭撻のほど宜しくお願いします。 

 

＜柿木 篤会員＞ 

今年二月に入会しました柿木 篤です。よろし

くお願いします。 

生まれも育ちも大東市です。頭を使うよりこと

身体を動かすのが好きで小さいころからスポー

ツばかりやってました。本当はラグビーをした

かったのですが、通ってた学校にはラグビー部

がなく、小学生時代は野球と水泳、中学時代は水泳に没頭してました。高校はラ

グビー部がある同志社香里に進学し、晴れてラグビー部に。３年時にレギュラー

になり、新人戦で準優勝、春の大会で優勝、順調よく花園予選本番を迎えようと

いうときに練習試合で足を骨折し、チームは花園に出場したんですが残念ながら

スタンドでの観戦となりました。その後大学ではアメリカンフットボール部に入

部、卒業後も社会人でアメリカンフットボールを６年間やってました。その後家

業を継ぎスポーツとは縁遠い状態となっていたのですが、また４年ほど前から

OB 会の関係でラグビー、フラッグフット（アメフトのタックル無しバージョン）



とやりはじめ、現在に至っております。人生のほとんどが身体を動かしてきまし

た。考えるのが苦手でクイックレスポンスが出来ないわたくしですが、ロータリ

ーで自分を鍛えていきたいと考えておりますので、どうぞご指導ご鞭撻の程よろ

しくお願いいたします。 

 

＜西山 潤一会員＞ 

1974 年 7 月 26 日 大阪市大正区、大正病院で

生まれました。板金業を営む父と、看護師をし

ていた母との間に生まれました。兄弟は男ばか

りで、三人兄弟の長男として育ちました。 

初めての社会生活は、大正区にあるファミリー

保育園です。とても厳しいと有名な保育園です。

そして初めての挫折は小学校受験です。 

教育大学付属天王寺小学校に見事落ちてしまいました。この時の悔しさをバネ

に・・・というエピソードはありませんが、落ちた事によって出会えた小学校時

代の友達は今でも連絡を取り合う中です。小学校は私の父も祖父も通っていたと

いう理由で、越境入学し西船場小学校に通いました。しかし、小学 6年生の時に

東大阪市（現在の会社）に引っ越す事となりました。父の会社も、事業内容を板

金業から軽天業へと変えた頃でもあります。卒業まで後一年という事もあり、今

度は東大阪市からの越境通学です。バスと電車を乗り継いでの通学。この頃から

ストレスと戦う日々は続いてるのかもしれません。 

その後は、盾津東中学校、大成高校、そしてエルジーエス西山へ入社しました。 

2001 年、27 歳で結婚。翌年、2002 年に長男をもうけました。そして 29 歳の時、

大東青年会議所へ入会しました。色々な経験をさせて頂いて、入会させて頂き良

かったと思っています。 

また今年は、大東ロータリークラブへの入会と新たに学ばせて頂ける機会を与え

て頂いたことを嬉しく思っています。しかしながら、なにぶん若輩未熟者であり

ます。諸先輩の皆様、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

時　刻 摘　　要

１７：３０ 受付 各クラブ

Ｓ.Ａ.Ａ 大東ＲＣ 中野秀一Ｓ.Ａ.Ａ

１７：４５ 食事開始

１８：００ 開会点鐘 四條畷ＲＣ 梶川良一会長

ロータリーソング   大東ＲＣ 松原　清一シンギング委員長

   「奉仕の理想」

友愛の握手

来客紹介 大東ＲＣ 東村正剛親睦活動委員長

会長の時間 四條畷ＲＣ 梶川良一会長

諸報告 大東ＲＣ 出席報告

大東中央ＲＣ 幹事報告

四條畷ＲＣ その他

卓話 

１９：００ 閉会点鐘 四條畷ＲＣ 梶川良一会長

　　岩本静江 ガバナー補佐エレクト(大東中央ＲＣ)

　  西邨智雄 ガバナー補佐（香里園ＲＣ）

　　岩本静江 ガバナー補佐エレクト(大東中央ＲＣ)

３クラブ合同例会　開催スケジュール表

内　　訳

                        　開催日時　　    2015年 4月 15日（水）

　                      　開催場所　　  　ホテル阪奈

　                      　ホストクラブ  　四條畷ロータリークラブ

　　西邨智雄 ガバナー補佐（香里園ＲＣ）


