
今日の歌♪ 

 「我等の生業」 

我等の生業さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは 

平和親睦 

（やわらぎむつび） 

 力むるところは向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

●12:40 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「我等の生業」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 出席状況報告・他 

●卓話 

 「東北支援活動DVD」 

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

今後の予定： 

10/26 

（水） 

・卓話 

 「米山月間に因ん 

  で」  

 森賢司委員長 

11/2 

(水) 

・「ロータリー財団 

 月間に因んで」 

 小林正彦委員長 

11/9 

(水) 

⇒11/12に変更 

移動例会・地区大

会 

11/16 

（水） 

⇒11/19に変更 

紅葉狩り家族例会 

  

第１７８9回例会プログラム 
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▲福井謙一、ノーベル化学賞受賞(1981) 

奈良県奈良市押熊町に生まれる。化学反応過程の理

論的研究の功績により日本人初のノーベル化学賞を

受賞した化学者。(写真右) 

▲アメリカ独立戦争終結(1781)▲ナポレオンの仏軍、

モスクワを撤退(1812)▲早稲田大学開校(1902) 

▲魯迅、没。55歳(1936)▲海軍が神風特攻隊を編成

(1944)▲日本共産党が合法化される(1945)▲駅名表

示が左書きに統一(1945)▲土井晩翠、没。81歳(1952)

▲日旧ソ連国交回復に関する共同宣言(1956) 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

10 
１９  

２６ 駕田会員 

11 

２ 北村会員 

９ →12日変更 

１６ →19日変更 

２３ 祝日 

３０ 木﨑会員 

＜先週例会のお客様＞ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

北田栄一様（枚方ＲＣ） 亀井信昭様（寝屋川RC） 

  

10月の花「グロリオサ」 

   花言葉 華麗 

Gloriosa はラテン語の 「gloriosus 
 （見事な）」が語源 

福井謙一 
FUKUI Kenichi 
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  本日は寝屋川クラブから亀井様、枚

方クラブから北田様がお越しください

まして賑やかに例会を催すことができ

大変嬉しく存じます。 

 この頃は秋爽やかな日和が訪れて

います。これにふさわしく卓話には山

本一郎会員から有意義なお話を承る

ことが出来ますのを期待しておりま

す。 

会長の時間 

 卓 話    

「私の仕事について」   山本一郎 会員 

 株式会社西鶴という会社を経営してお

り、枚方市牧野に2004年にハピネス

パーク牧野霊園をオープンし、2010年

交野カントリーの入り口に、ハピネス

パーク交野霊園をオープンしました。 

 西鶴という社名は、大阪の商売人であ

る、井原西鶴から取りました。西鶴は江

戸時代、日本永代藏という商売人に対

する戒めの本を出版しました。成功する

には、調子に乗るな。そこに惹かれて、

社名を西鶴にしました。 

お墓を購入出来る人は幸せ 

 平成14年に、ワールドビジネスサテラ

イトニュースで、変わり行く霊園特集とい

うコーナーで、薔薇咲く霊園の特集をし

ていました。それまでの霊園にありがち

だった、少しだけ綺麗にしているだけ

で、絶対偽者だと思い込んでいました。

しかし気になって翌日東京まで行き、テ

レビで特集された霊園を見に行くと、余

りの美しさに驚き、黒船を見て震え上

がった江戸時代の人々と同じように、心

が熱くなり、自分も必ず、明るく、綺麗

で、美しい霊園を造ろうと決心しました。 

 2004年に牧野に霊園をオープンしまし

た。名前はハピネスパーク。墓なのにな

ぜハピネス？と思われますが、お墓を購

入できる人は幸せなのです。日本では

年間3万人の自殺者と、3万人の行旅死

亡人が命を落とし、後継者がいても、両

親のお骨を宅急便で寺に送りつけ、処

分する依頼者が減りません。一心寺（お

骨を預り合同で骨を埋葬してくれる大阪

のお寺）等も大人気で、亡くなってもタコ

部屋に押し込まれる遺骨が後を堪えま

せん。 

 悪い原因は寺にあるかもしれません。 

檀家制度（江戸時代に作られた既得権益

で今でいう戸籍の管理も寺がしており、そ

して檀家が割り当てられ生活には困らな

かった）が崩壊し、高額な戒名代を取り続

けた挙句、都心では寺離れが起こり、葬

儀も無宗派が増えた。 

離婚も寺の管轄だった 

 江戸時代、離婚するにも縁切り寺に行

き、階段を三回半上り下りすると、離婚が

成立しました。この三回半が、三行半の始

まりなのです。 

 真面目に布教されているお寺さんもたく

さんいます。お墓参りは１年間で75％の

方が行きます。これは世界中でも異例の

数字です。また初詣も70％の方が行かれ

ます。日本人は無宗教が多いといわれて

いますが、そうではなく、墓参り教なので

す。 

 そんな良い習慣を持っている日本人

が、墓参りをするという習慣を、無くさない

ように、我々石材店が日々努力、精進し

て、ハピネスを提供していかなくてはなり

ません。 

 来年からは大阪市立大学大学院に受

験して合格したので、学術的に仕事に接

していこうと思っています。皆様方のご指

導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げま

す。 

―枚方ＲＣから来訪された北田様から― 

 大変有意義な卓話を拝聴できて嬉しかっ

た。早速枚方への帰途、話題の霊園を訪ね、

素晴らしい環境とこれを作られるまでの海外

視察、色々の努力に敬意を表します。   
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＜第１回情報集会開催＞ 

 ２０１１年１０月１２日（水）１８：３０～   

 於：恒づね 津田山手1-8-1 

 

１．会長挨拶        

２．ロータリー情報委員長挨拶  源本将人委員長 

３．講師紹介  

４．講演        山口伊太郎会長 

５．乾杯       今中七郎会員      

６．懇親会 

７．締めのことば  北川順清副会長 

  

＊出席予定者(敬称略) 

 粟津、原田、畠仲、初木、日野、今中、今西、稲田 

 岩本、駕田、川島、北川、北村、小林、小西、國田 

 南、源本、中村、西田、嶋田、多田、橘、上野 

 山口（伊）、山本(一）、山中、米田 

 

  

委員会報告 

⑦我が社自慢 まじめにこつこつと 
 

 ＜私の職場を紹介します＞  今週は… 米田  勉   職業分類委員長    

 ㈱ジョブ建設  ㈱ジョブ警備保障 

④仕事の内容  土木業・警備業 

⑤仕事にまつわるエピソード（失敗談や忘れられない思い出など）  

詐欺まがいな発注者と下請け会社に出会った事 

①創業のきっかけ  義兄の勧めで 

⑥社員や仕事に対して心がけている事   

お客様の気持ちになり仕事をすすめて行く事 

③経営理念 勇往邁進 目標に向かってわきめもふらず どこまでもまっしぐらに進む 

②年商・従業員数（差支えなければ）  19名 ＋アルバイト１００名 

              
 

 
 
 
 

 １０月誕生日、入会記念日 おめでとうございます！      

写真左から 

誕生日祝     原  正和 会員 

入会記念日祝 小北英夫 会員 

「 Eクラブでのメークアップ方法 」 

 Ｅクラブとはインターネットのホームページ上で例会

を開くロータリークラブです。日本には「日本ロータ

リーEクラブ2650」と「和歌山サンライズRC」があり、

ロータリアンはサイト上で３６５日２４時間いつでもメ-ク

アップが可能。ホームページ上での参加時間は３０分

以上。現在世界中で４４のE-クラブが活動中。 

 

Eクラブのホームページへ⇒トップ画面右上「メーク

アップ」をクリック⇒「メークアップはこちらから」をクリッ

ク⇒「議題内容」ページの説明を読んで（設問1.～設

問7）「投稿内容をご記入ください」へ入力後、氏名、

所属クラブをE-mailに書き込み「確認画面へ」をクリッ

ク（確認画面では「他の投稿を見る」で他の人が投稿

した内容が見られる）⇒書き込んだ文章を確認⇒「上

記内容で投稿して決済へ」をクリック（書き直す場合

は「前の画面へ戻る）⇒メークアップ投稿が完了 

 

投稿内容をEクラブ事務局で確認後、投稿時のメー

ルアドレス宛に証明書が送付されます。証明書をプリ

ントアウトし所属クラブで手続きをしていただければ

メークアップは完了※メークアップ証明書の発行手数

料￥500（税込）が必要。お支払方法はカード（VISAと

MASTERCARD）での決済となります。 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊山本一郎会員のすばらしい前向きな卓話を聞いて 

                            金森市造 

＊久しぶりにメークアップに伺いました。知友にあえた 

    喜びに！                  亀井信昭様（寝屋川RC） 

第１７８８回例会出席報告（１０月１２日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 37名 74.00％ 

第１７８5回 例会補正後 出席率 ６8.00％ 

   メーク 1名   欠席 16名   除外 7名 

    お客様  北田栄一 様（枚方RC）  

           亀井信昭 様（寝屋川RC） 

ニコニコ箱 合計  ￥7,000 累計  ￥557,018 

○本日の配布物 

・ 

〇本日の回覧物 

・ 

〇地区行事等出席予定             

10/22 第1回地区財団FVPセミナー   高島、小林 

10/29 5RCゴルフ大会 

11/11 地区大会晩餐会        山口（伊）、初木 

11/12 移動例会地区大会本会議 
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  10月12日(水) 10０万ドルランチデー開催 

 通常2,000円食事⇒1,000円  

 出席者3９名（ビジターお客様2名含） 

  ３９,０００円が寄付金となりました。 
 

＜５RC親睦ゴルフ大会＞ 

＊日  時 ２０１１年１０月２９日（土） 

       各自スタート時間の30分前 

＊場  所 交野カントリークラブ 

       交野市倉治2937 電話892-1102 

＜ 地区大会・移動例会のお知らせ ＞ 

＊2011年11月１１日(金)第1日目 

 （シェラトン都ホテル大阪）13時～17時30分 

 ・開会式  

 ・「セッション１」ロータリーの原点2680地区PG深川氏 

  「セッション２」米山修了生とともに理想の米山奨学 

          生像を探る 

  「セッション３」入会3年未満の新入会員の研修 

 ・RI会長代理夫妻歓迎晩餐会 18時～20時30分 

＊2011年11月12日（土）第２日目 

 移動例会  『湖陽樹』 大阪市中央区 

 谷町線谷町4丁目8番出口すぐ 

 11時３０分～例会・食事 

 例会後 NHK大阪ホールへ移動 

 13時～17時30分 

 ・本会議  

 「基調講演」 

 ～大震災からの復興と真の日本再生を考える～  

 京都大学教授 中西輝政氏 

 ・解散 

＜第23回地区野球大会日程表＞ 
11月３ 日(日)山本球場 14:30～VS大阪うつぼ 

11月13日(日)サントリー球場10:50～VS寝屋川 

11月20日(日)サントリー球場9:00～VS大阪平野 

11月27日(日)サントリー球場9:00～VS大阪大手前※ 

  （※10月16日第3試合が変更になりました） 

＜家族例会紅葉狩りのご案内＞ 

＊日  時 ２０１１年１１月１９日（土）晴雨決行 

       京阪樟葉駅前 出発9:00 帰着18:00頃 

＊行   先 天川村みたらい渓谷(奈良県吉野郡) 

＊交  通 観光バス 

＊参加費 5千円 家族3千円 

       （幼児・小・中学生は無料） 


