
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累        計 2,585,000円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 103.4％ 

 

 

・6/7  例会 新旧合同理事会 11：00～ 

クラブ戦略委員会（例会終了後） 

・6/14  例会 55周年実行委員会 (例会終了後) 

・6/21  例会 クラブ協議会（例会終了後） 

次年度 理事・役員・委員長 

・6/28  例会休会（定款により休会） 

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？ 
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令和 4 年 6 月 7 日発行   No.2575 2022.5.31（No.2574）の例会記録 

 

 

  大東ロータリー会長テーマ 

    「 当意即妙 」 

◆ 出席報告（5月 31日分） 

会員数 37名 出席数 28名 欠席者 0名 

特定免除 3名 その他免除 6名 

出席率 100％ 

 

前々回 5月 24日分 

会員数 37名 出席数 23名 欠席者 0名 

特定免除 6名 その他免除 8名 

出席率 100％ 

後面に記載 

        

 「今年度の実績報告と反省」 

        各委員長(会計・SAA) 

 
２０２１年～２０２２年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
  シェカール・メータ 

今週の予定   （6月 7日） 
お知らせ 

創立 1967年 12月 26日 
■会長 中  恒夫 
■幹事 空門 満也 
■広報委員長 生駒 智人 
（会報） 

次週の予定   （6月 14日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 

奉仕しよう みんなの 

人生を豊かにするために 

 

 

 「今年度の実績報告と反省」 

          各奉仕委員長 

 

      

 クリスマスの始まりについて」 

         森脇 克弥 会員     

 

      

 



 

 

             

 

皆さんこんにちは、新型コロナ感染の警戒信号、大 

阪モデルも青に変わりました。やっと通常に戻り例 

会開催できます。しかし、しばらくはソーシャルデ 

ィスタンスを考慮しながら開催いたします。宜しく 

お願いいたします。 

 

先日 5 月 25 日、今年度最後の燦々会（会長幹事会） 

が帝国ホテルで行われました。当クラブより私と空門幹事、そして中野会長エレ 

クト、杉原幹事エレクトで参加してまいりました。次年度会長、幹事の紹介そし 

て本年度の事業報告を各クラブ事に発表されました。どのクラブも事業の中止が 

多く残念な思いをされていた様に思います。5 月 29 日には、2022-23 年度インタ 

-アクトクラブ新入生歓迎会がパークゴルフ万博公園で行われました。当クラブよ 

り中崎委員長、森田会員と私が参加してまいりました。大東ロ－タリ－クラブが 

担当する大阪桐蔭中学校、高等学校にインタ－アクト新入生と共にパターゴルフ、 

クイズリクレーションが行われました。中崎委員長、森田会員大変お疲れ様でし 

た。来年度は国内研修が行われる様です。皆様の参加をお願い致しまして会長の 

時間といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                  委員長 岸沢 重和 

 

・インターアクト新入生歓迎会、中崎委員長、森田会員おつかれさまでした 

  中  恒夫 君 

       ・本日、幹事席に座らせて頂きます。宜しくお願い致します  杉原 巨峰 君 

       ・先週も色々有りました！おおきに！            佐藤多加志 君 

・佐藤会員、会員増強セミナーお疲れ様でした。       中野 秀一 君 

・岸沢ニコニコ委員長、あと１か月、集金宜しくお願いします 東村 正剛 君 

 

会長の時間 
会長 中 恒夫 

 

 

 

 

委員会報告 



 

 

・結婚記念日のお祝い、本日いただきました。ありがとうございます。 

                             中嶋 啓文 君 

・中野秀一会長エレクト、先日も大変お世話になりました   中野 隆二 君 

・日曜日、花園にこどものラグビーの試合行ってきました。生ビールが販売され 

ていてびっくりしましたが、うまかったです。        柿木  篤 君 

・佐藤さんお世話になりありがとうございます        西山 潤一 君 

・ハイピッチジャークをマスターしました。うれしい！    谷中 宗貴 君 

・中崎委員長、おせわになりました。中会長、ごちそう様でした。中野隆二会員、  

 先日はごちそう様でした                 森田 武雄 君 

・中野隆二さん、先日は野球観戦させて頂きありがとうございました。   

                             中野  剛 君 

・元気に釣り・登山・ゴルフさせていただいて感謝です    樋口 光平 君 

・本年度例会残り３回、御協力よろしくお願いします     岸沢 重和 君 

 

 

 

 

◎インターアクト委員会                 中崎 諭 委員長 

 

５月２９日（日）に万博記念公園内のパークゴルフ場にて２年ぶりに新入生歓迎 

会が開催されました。当日は晴天に恵まれ無事に閉会を迎えることができました。 

日曜日の貴重な時間に中会長をはじめ参加していただきました 

会員の皆様ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              「ふりかえって」 

                              

 

 

 

 

 

 

                          上田 陽造 会員 

久しぶりに卓話担当になりましたが、現在は現役では有りませんので、お話する 

内容も意義の有るものは出来ませんがお許し下さい。4 月に 89 歳を迎えて“長生 

きしているとﾅ“と思っております。今までどの様な生活を送って来たかをお話し 

させて頂き任務を果たしたいと思います。 

私の生まれは北条で、4 歳の頃大阪市内の繁華街へ引っ越し、小学校へ入学しま 

したが、太平洋戦争が勃発し集団疎開をし、縁故疎開へ切り替えようとした時、 

大阪の空襲に会い焼け出され無一文で京橋から歩いて帰ってきました。四条小学 

校の時敗戦となり、子供心にどうなるのかﾅと思っていました。昭和 21 年に四條 

畷中学に入学しましたが 6・3・3 制で高校 2 年になるまでは下級生が入って来ま 

せんでした。大学に入って１回生の時はミッションスク－ルでしたのでサービス 

に就いて教え込まれました。｢最もよく奉仕する者、最も多く報いられる｣のロー 

タリ－の標語も授業で言われましたが当時は意味を理解できず”お客の言うこと 

を聞いたら儲かる”と言うぐらいに解釈していました。２回生からは必修科目以 

外、麻雀に明け暮れ昨年メンバ－の一人が欠けるまで月 1 回のペースでやってい 

ました。 

**職業に就て 

親が昭和 25 年に放出でアルミの水杓やバケツを作り出しました。昭和 31 年に入 

社しましたが、戦後 10 年頃迄は未だ物資が豊富では無かったので何とか経営は 

成りたっていました。戦後経済も安定し出すとアルミメ－カ－が質の良い製品を 

作り出して競争が厳しくなって、経営も難しくなって来ました。その頃、白黒テ 

レビ・洗濯機・冷蔵庫の家電 3 品目が『三種の神器』と言われ需要が伸び出して 

いました。丁度、プレス金型を５人程で小さな金型を生産していたので、プレス 

加工と金型で弱電の部品加工の下請けへ転換しようとしました。最初は松下電器 

の冷蔵庫部品で現行部品の改善提案をして取引を始めました。その後、三洋電機 

の洗濯機部品の金型受注や三洋電機の冷蔵庫部品の受注をしましたが、同じ部品 

先週の卓話   



 

 

なので、松下電器とは取引を止めました。暫くは三洋電機の冷蔵庫の色々な部品 

下請けをして企業運営を行い安定した経営ができました。金型生産は弱電機以外 

に建築金物、農機具、自動車産業など大量生産に必要なツ－ルとして必要なので 

得意先を拡大して行きました。利益率も大きく設備増設や工場の拡張が出来まし 

た。特に昭和 34 年 9 月の伊勢湾台風が愛知県に大被害を与えたので大量の転注 

品があり昼夜休みなく工場を稼働させ、新しい得意先も増え、この時が一つの転 

機となりました。東京オリンピック後からモータリゼーションが進んで、自動車 

産業の進展が有ると思い金型は自動車産業へシフトしました。得意先も増え生産 

力を向上する為、放出から野崎へ工場移転を考えるに当たり、昭和 40 年に欧米の 

工場視察旅行に行きました。自動車工場(フオ－ド･ワ－ゲン)や下請け工場を見て 

回りましたが、当時の日本の製造手法より随分と先行しており、強烈な刺激を受 

け、その後の設備投資への考え方の指針となりました。その後数値制御の工作機 

械へ置き換えコンピュ－タと直接機械へ送る方法を開発し無人で夜通し動く様に 

しました。この技術に日刊工業新聞が関心を持たれ、講師にわが社の技術者を迎 

え入れました。これ等の技術で持って海外の自動車メ－カ－へ取引を働きかけ、 

台湾、韓国の現代、アメリカ GE の家電部門や自動車の GM、フオ－ド、ドイツ 

のオペル、又、インドネシヤ、マレ－シヤ、タイ、インド方面へ日本から進出し 

ているメ－カ－と商社を介さず直接口座を開きました。100 名そこそこの企業が 

世界の一流企業と取引出来たのは金型の製造技術と需要･供給の微妙なバランス 

が有ったからだと思っています。然し取引は順調でしたが、ドル立ての取引です 

から、1996 年に円高・ドル安で 1＄80 円を割り込み、手持ちのドルを売れば 3 割 

以上の為替差損が発生します。たまたま取引先の銀行が為替部門を開設した時、 

ドル預金を頼まれ、担保に借金をして２年程したら戻り、預金金利で利益を得ま 

した。為替変動は小さい中小企業ではコントロ－ル出来る問題ではないので、円 

建ての取引に切り替えました。当然海外取引は無くなり国内メ－カ－と日本から 

海外へ進出しているメーカ－に絞り現在まで続いています。景気変動に振り回さ 

れた事をお話しします。最初は 1971 年のドル・ショックで 1 ドル=360 円から 

308 円になり、コストダウンを要求され利益率の低下に繋がりました。初めての 

不況体験で対応策が解からず、他の事と重なってオーバ－ヒ－トして体調を崩し 

ました。(粗利の縮小でカバ－)1973 年第 1 次オイルショックが起り、更に円が変 

動相場制へ移行して、日本が戦後初のマイナス成長となりコスト低減を迫られ維 

持するのが大変となりました。製造部門の優秀な人材を集めて分社化し、付加価 

値配分制を導入すると、コストが 2 割下がり手取り給料は 10％増えました。知恵 

の結集だと思いました。これで競争力が付き、活気の有る製造現場が出来て受注 

も安定して乗り切る事が出来ました。その後バブル崩壊や、リーマン・ショック 

と続きますが巡り合せが良かったり、ダイハツ工業から出資を受けたりして、潜 



 

 

り抜けられたのも、金型業種が中小企業に適していると考え無闇に拡大せず又、 

得意先に恵まれていたからだと思っています。地域社会とのつながりは、最初は 

JC 設立運動で八尾 JC の指導のもと、橋本初代理事長や東阪巌さん共々、メンバ 

－の参加呼びかけや記念誌への広告集めに奔走しました。無事に立ち上がってか 

ら、二代目理事長を引き受けますと言った時、ドルショックと重なり支離滅裂と 

なりダウンしました。次に大東ロ－タリ－に入会させて貰ってから４６年経ちま 

した。入会時は戸惑っていましたが、畷高の同級生が５人もいたので何かと助け 

て貰って上手く溶け込めました。先輩諸兄からは奉仕活動について家庭集会や家 

族ぐるみの付き合いで楽しく勉強させて貰いました。世界的にもロタリアンで在 

ることで信頼性を認識して貰い事業活動もやり易くなりました。商工会から商工 

会議所へ格上げをしょうと中嶋会員のお父さんと、見浪さんとでたびたび経済産 

業省へ行き１９９９年に認可を受けました。当初からロータリ－会員の皆様には 

ご支援を得て地域経済の発展にご尽力して頂いています。ふりかえって見ますと 

私たちの年代は変化の多い時代だったと思っています。敗戦のどん底から今日ま 

で物凄い右肩あがりに見えます。日本人特有の勤勉さと、政治や経済の変化に対 

する対応の機敏さだと思っています。有難う御座いました。 

 

 

 

 

 

             ●クラブ戦略委員会開催● 

    本日、例会後にクラブ戦略委員会を開催いたします。メンバーの皆様 

    はご出席くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

       日 時 2022 年６月７日（火） 例会後～ 

       場 所 市民会館 ４階 大会議（例会場） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


