
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 期 累 計 464,000円 

年 間 予 算 2,200,000円 

達 成 率 21.09％ 

 

 

・1/26   例会臨時休会 

・1/30   地区補助金セミナー（ZOOM開催） 

・2/2    例会臨時休会 

 

 

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 
 
 

◆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 

令和 3 年 1 月 19 日発行   No.2522 2021.1.12（No.2521）の例会記録 

 

 

大東ロータリー会長テーマ 

「 ロータリーの機会はであい から 」 

◆ 出席報告（1月 12日分） 

 

       臨時休会 

 

前々回 12月 15日分 

 

       臨時休会 後面に記載 

 

例会臨時休会 

 
２０２０年～２０２１年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
  ホルガー・クナーク 

今週の予定   （1月 19日） 
お知らせ 

創立 1967年 12月 26日 
■会長 佐藤 多加志 
■幹事 東村 正剛 
■広報委員長 森田 武雄 
（会報） 

次週の予定   （1月 26日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 

ロータリーは機会の扉を開く 

 

 

例会臨時休会 

  



 

 

       

 

新年あけましておめでとうございます。 

 

昨年より引き続き「休会」となっています。年末、年始 皆様、如何お過ごしでし 

たでしょうか? 経験の無い環境下で歯痒いと言いますか、何とも伝えようのない 

「迎春」だと思います。国内に COVID-19 が報道されてから一年が経とうとして 

います。また、関東では「緊急事態宣言」が発令され、大阪、京都、兵庫も明日 

には発令される予定です。何時までも、歯痒さばかりにイラついていても解決に 

はなりません。この環境下で新たなライフスタイルを個々に構築していくしかあ 

りません。点からの脱出は可能かもしれませんが「面」からの脱出は逃げ場(回避 

場所)がありません。視点を変え新たな環境下での生活をしていきましょう。 

さて、本年は「辛丑」(かのと・うし)です。十干の「辛」は「改める」の意味で 

「今まで伏在していたエネルギーが、様々な矛盾や抑圧を伴いつつも表に現れる 

状態」を示し、十二支の「丑」は「始める、結ぶ」意味で「屈曲した芽が種子の 

内部で伸びようしている状態」と言われてます。すなわち「これまで実現しなか 

ったことや注目されてこなかったことが、推進力を得て飛躍に向かう年」と解釈 

されるそうです。企業経営者にとっては、コロナ禍がもたらすビジネス環境の変 

化を捉え、「今後新たに柱となり得る事業について、方向性を定めて果敢に展開し 

ていく年」と説いてます。過去、60 年の「丑」年は「景気後退局面入りの前後に 

あたり景気は弱含む年でした。十二支十干の教えを糧にしつつ、皆さんお一人お 

一人が本年、躍進されます事を祈念申し上げます。 

 

本年も、新たな気づきと出会いの年となる事を願い会長の時間と致します。 

有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 佐藤 多加志 

 

 

 

 

会長の時間 



 

 

<理事会報告> 

決議事項 

1.   会員拡大パンフレット         ・・・・・・承認 

2.   小林会員例会出席免除の件       ・・・・・・承認 

3.   新入会員の件             ・・・・・・承認 

  

 

 

 

 

 

              「年男卓話」 

   

                            中野 隆二 会員 

 

皆様新年明けましておめでとう御座います。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げ 

ます。皆様方におかれましては、健やかな新年を迎えられた事とお慶び申し上げ 

ます。私の年男卓話ですが、1973 年 11 月 20 日に四條畷市で産まれ、1973 年の 

出来事を申し上げますと、国内政治経済では、2.10 東京外国為替市場,ドル売り 

殺到で閉鎖。 2.14 円,変動相場制へ移行,円急騰。 4.2 建設省,１月１日現在の 

地価を発表,前年比 30.9％の急騰。 11.25 田中改造内閣発足。そして海外では 

 10.6 第４次中東戦争勃発。 10.16湾岸６か国,原油 70％値上げ。 10.170APEC， 

原油生産削減決定(石油ショツク)。そして第四次中東戦争が勃発すると、「OAPEC 

（アラブ石油輸出国機構）」は戦争を有利に進めるために、原油価格の引き上げや 

供給の制限などを実施します。こうして発生した「石油危機（オイルショック）」 

は、中東に石油を依存していた日本を直撃し、原油高は物価の上昇や流言など、 

多くの悪影響をおよぼしました。2 つのショックによって「高度経済成長」を後 

押しした 3 つの要因が崩壊すると、1974 年、日本の GNP は戦後初めてのマイナ 

ス成長を記録します。こうして「高度経済成長期」は終わりを迎え、日本経済は 

「低成長期」の時代へ移行することになりました。そして 2004 年に勤務してい 

るなか、中野秀一先輩より（一社）大東青年会議所へお誘い戴き、会議帯での１ 

０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戴ける人 

財育成が最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 

自信が発言できるように精進させていただきます。自身 47 歳の若輩者で至らぬ 

先週の卓話 



 

 

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。 

 

              「年男卓話」 

                             柿木 篤 会員 

 

昭和４８年生まれ、丑年で今年の７月に４８歳を迎えます。昭和４８年 ７月１ 

３日 四条畷駅前の岡田産婦人科にて産まれました。その年に「省エネ」が流行 

語になったとのことです。最近になり、世の中に馴染んできた言葉に思われます。 

幼少時代はよくぼーっとしていて、頭を叩かれても「ん？何かあったの？」みた 

いな反応をしていたと、いまだに従兄には言われます。また７歳の息子をみて、 

「昔の篤とそっくり」と言われて、正直不安で仕方がありません。 

 

昭和６０年 １月 

全国大学ラグビーフットボール選手権大会で同志社大学が３連覇を達成した年で、 

この時からラグビーに紫紺のジャージに興味を持ち始めました。翌年、同じ紫紺 

のジャージを着た同志社香里高校が全国大会で秋田工業に劇的逆転勝ち、その時 

に進路を同志社香里高校、クラブはラグビーをすると決めて勉学に励みました。 

余談ですが、同じ年に大阪の代表で北野高校も出場、橋下 徹選手も活躍してい 

たのですが、あまり魅力を感じませんでした。 

 

平成 ９年 ４月 

同志社大学工学部を一年留年して、友人のお父さんが教授をしているゼミにいれ 

てもらいなんとか卒業、岩谷産業株式会社に入社、２年間大阪本社にてガス空調 

機、業務用の生ごみ処理機といったガス関連機器をはじめ、洗剤や圧力鍋などの 

販促物作成や支店の数字の取りまとめ、メーカーとのリベート交渉などをしてい 

ました。３年目からは滋賀支店に営業職で転勤、LPG の卸をメインにガス機器、 

洗剤、スーツや宝石などを販売、厳しい近江商人に揉まれ、可愛がられながら内 

容の濃い３年半を過ごさせていただきました。その後、家業を継ぐために退職。 

 

平成２１年 ９月 

父親が脳梗塞で倒れて、てんてこまい。一年前に脳出血で倒れてから３６５日目 

の出来事でした。（当時は中嶋先輩にはお世話になりました。本当にありがとうご 

ざいました。）原因は「遊び過ぎ」「無茶し過ぎ」です。もうすぐ１２年になりま 

すが、僕に迷惑をかけないという思いで、いまでもがんばってリハビリを続けて 

くれています。たまに迷惑をかけられますが、元気に長生きしてもらいたいです。 



 

 

令和 ３年 

コロナ終息に向かい、東京オリンピック開催・・予定 

長女 行き先未定の受験戦争に突入 

次女 中学の進学を同志社香里に決め、受験勉強を開始 

長男 ラグビースクールで奮闘中 

 

令和１５年 

長女 双子出産 

次女 丸の内勤務 

長男 早稲田大学に進学、全国大学ラグビー選手権で優勝  

                   ・・・  妄想がふくらむばかりです。 

 

              「年男卓話」 

          樋本 有伸 会員 

 

みなさま新年あけましておめでとうございます。少し前までは「きみ何年生ま 

れ？」と尋ねられて、「昭和４８年です。」と答えると「若いねえ。」と言われてい 

ましたが、気が付けば本年４８歳の年男となってしまいました。２０１８年７月 

に入会させて頂き早２年半が過ぎました。 

思い起こせば３年ほど前に、偶然に大東の某高級ラウンジ店で中嶋先輩と東村先 

輩とご一緒させて頂く機会がございました。両名の大先輩を前にした緊張からか、 

お酒のピッチもつい上がり気味となってしまい、気が付けば自宅のベットで目覚 

めたのでした。どんよりと濁った頭で昨夜の記憶を呼び戻そうとしましたが、上 

手くいかず「そうだ、昨夜のことはきっと夢だったんだ。」と思い込もうとしたそ 

の時、ナイトテーブルにあった電話が鳴ったのです。恐る恐るその電話に出ると、 

「ひもっちゃん、昨日は結構酔ってたけど話したこと覚えてる？」と聞き覚えの 

ある東村先輩のお声が私の濁った頭に一撃を加えたのです。その一言で、昨夜の 

記憶が堰を切ったように次々と溢れ出てきたのでした。 

そんな一夜の偶然な出合いをきっかけとして、生駒会員と時を同じく先輩諸兄と 

の素晴らしい出会いの場を頂戴しました。クラブ活動の自粛が続き寂しい限りで 

すが、このコロナ禍が少しでも早く落ち着くことを願いつつ、先輩諸兄とまた出 

逢える日が来るのを楽しみにしております。４８歳になったとはいえ、まだまだ 

若輩者の私でございます。引き続きのご指導ご鞭撻のほど、本年も引き続きどう 

ぞよろしくお願い致します。 

 

 



 

 

               「年男卓話」 

                             中野 剛 会員 

 

皆様新年明けましておめでとう御座います。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げ 

ます。皆様方におかれましては、健やかな新年を迎えられた事とお慶び申し上げ 

ます。昨年は年明けから色々なニュースに翻弄された一年で、まさかここまで世 

の中が変わってしまうものかと思う一年でした。これまでの常識が常識でなくな 

りソーシャルディスタンスや３密回避といった新しい行動様式が浸透し、Ｗｉｔ 

ｈコロナの新たな生活様式となり人との接し方が様変わりしました。昨年の年頭 

の森脇会員の卓話で「ネズミ年は変化の多い年」とお話されていたのがすごく印 

象的だったことが思い出され、今となってはなるほどと納得している次第です。 

私自身それほど占いだとか干支とか血液型とかまったく気にもしていなく、干支 

も１２あることは知っていますが全部順番に言えるかとどうかといった具合です。 

「年男卓話」ということで私自身は記憶がないのですが私の生まれた昭和 48 年 

を調べてみました。 

1 月 8 日オートレース八百長で 36 人検挙 

1 月 26 日新東京国際空港建設工事をめぐる恐喝・詐欺事件 

2 月 26 日大阪市北区でニセ夜間金庫事件発生 

3 月 6 日東大阪市清掃施設組合事務局役員による暴力・詐欺 

と物騒な事柄ばかりで文字に大変しにくいことが多く、少し良いニュースは無い 

のかと検索続けると各地で水質汚濁とか公害関連事案が目立ち高度経済成長の影 

響が目立つ年でした。オイルショックもこの年で、映像で見たことはありました 

がコロナ渦のデマで昨年経験するとは思いもしませんでした。産声を上げたのが 

四條畷市で、小学校 1 年生まで北条で暮らし 2 年生から中垣内に転居し四条南小 

学校に通いました。そこで始めての年男 12 歳、遠い日の事であまり記憶に御座 

いません。道で穴掘りしてビー玉遊びやファミコンの時代だったかと思います。 

四条中学校に進学しスポーツは野球からラグビーに転向しました。 

第二次ベビーブーム世代という事もあり学校には人が多く、元気あふれる生徒が 

多い学校でした。 中学生時代は色々なことがありすぎて割愛させて頂きます。 

そのまま高校は近くの野崎高校に進学しました。1 クラス 43 人でクラス数も多か 

ったかと記憶しています。沢山の友人たちと寝る間を惜しんで一緒の時を過ごし 

ましたが、割愛させて頂きます。野崎高校を卒業し、東大阪市の土木建築会社に 

就職。当時は下水道整備工事がさかんで夜間工事の多い日々でした。そこで 2 回 

目の 24 歳の年男を迎えます。その年に結婚することになります。26 歳のとき長 

女が生まれ 2９歳で次女が誕生し共働きということもあり子育てと仕事と多忙の 

毎日でした。 



 

 

その頃には下水道整備が概ね完了し土木工事から建築工事が増えていった頃かと 

記憶にあります。同時に工場施設管理業務も増えて行き公共工事から民間工事へ 

とシフトしていきました。顧客の工場を大阪で建築しながら名古屋や関東を行っ 

たりきたりしていた頃で、本当に忙しく仕事に追われる日々でした。2009 年リー 

マンショックの渦中少し仕事が落ち着き始めたので、自宅を新築させて頂きまし 

た。36 歳の年男の年です。特に意識していたわけでもないのですが 24 歳で結婚 

36 歳のとき自宅新築と、今思えば年男の年に何か人生の転機といいますか節目を 

迎えているのが解ります。その後 40 歳の年に一念発起し起業させて頂きました。 

色々なことが起こり色々な人と出会い沢山の人に助けて頂き、本当に感謝しかあ 

りません。これからは大東ロータリークラブ諸先輩方皆様に御世話になる事と思 

いますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。海外の仕事の経験もあり子供た 

ちには語学をと思い二人ともニュージーランドオーストラリアと留学させ昨年長 

女はロスの大学に留学したのですが、コロナによる都市封鎖という影響をうけわ 

ずか半年で緊急帰国させてしまう始末でウィルスの脅威を痛感しました。昨年は 

コロナの影響等で仕事に少し時間が出来るかと思い、米子に住む義母の家のリフ 

ォームをさせて頂くことが出来ました。私自身数年前に母を亡くし親孝行出来ず 

じまいで後悔ばかりでした、義母には長生きしていただきたいです。さて今年は 

４回目の年男４８歳です、どんな年になるのやら不安と心配の方が多いです。 

何かまた節目のような事が起こるのでしょうか、期待を胸に用心しながら過ごし 

たいと思います。田川会員、中野秀一会員、中野隆二会員に誘って頂いたご縁で 

ロータリークラブに入会させて頂きました。そのご縁が無ければこのような卓話 

という文字書きをする経験は無かったでしょう。文章を考えるという事の難しさ 

を痛感しており、私ももっと勉強しないといけないと思いました。私自身知らな 

い事が多すぎてご迷惑をお掛けしますが、大東ロータリークラブ諸先輩方皆様の 

ご指導後鞭撻のほど賜りますよう宜しくお願い申し上げます。本日第二回目の緊 

急事態宣言が発令される予定です。東京で感染者 2000 人超、全国で大雪暴風雪 

警戒とのニュースです。ある人の話ではコロナ感染はまだ入り口という話を聞き 

ました。私はこれがコロナ収束の出口であることを切に願います。大東ロータリ 

ークラブ皆様にとって良き一年になりますよう心よりお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 


