
例会プログラム   

・開会点鐘           

・友情と親睦の握手 

・国家斉唱 

・ロータリーソング「奉仕の理想」 

・お客様の紹介      

・会長の時間 

・記念品贈呈 

・会員増強表彰 

・幹事報告 

・委員会報告 

 出席状況報告ほか 

・3分間スピーチ 

  江口信昭 会員 

・卓話  

   林 宏毅 会員          

・その他 ニコニコBOX報告 

・閉会点鐘    

・本日の会合 

 <定例理事会＞ 

 小北、上山、原田、山口尚志 

 米田、多田、稲田、岩本、橘 

 粟津、源本、木﨑、川島 
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国際ロータリーテーマ 

 

2015～16年度 クラブテーマ 

 

 
 

 

第１９９０回 例会 於：くずはゴルフ場 

次回の例会は 

３月９日（水） 
   

 ＊3分間スピーチ 

    初木賢司会員 
 

 ＊外部卓話 

 「タイアカ族支援報告」 

  原田義夫様（ﾁｪﾝﾗｲRC）       

本日の歌♪ 

「奉仕の理想」 

 

奉仕の理想に集いし友よ 

 御国に捧げん我等の業 

望むは世界の 

久遠の平和 

 めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

 我等のロータリー 

 

 

 

【３月 入会記念日】 

北村 隆 会員 Ｓ５４.３.７ 

山口尚志会員 Ｈ１１.３.１０ 

國田欣吾会員 Ｈ１１.３.１０ 

中谷賀久会員 Ｈ２０.３.１９ 

多田利生会員 Ｈ２０.３.１９ 

柿丸 裕 会員 Ｈ２７.３.４  

森岡順一会員 Ｈ２７.３.４ 

   【３月 お誕生日】 

嶋田愛親会員 Ｓ２７.３．１８ 

田中一眞会員 Ｓ４２.３．２１ 

３月 水と衛生月間 

 

15-16年度ロータリーデーのご案内  

201６年３月２６日(土) 於：ホテルアゴーラ大阪守口  

＜プログラム＞ 

 １３：００ 受付 

 １３：３０ 開会式 

 １４：００ 基調講演 

      「変革を起こしたテーマパーク」 

       講師 中道 浩 氏 

 １５：３０ 閉会式 

 １６：３０ 交流会 

― ホテルアゴーラ大阪守口  ― 
 〒570-0038 守口市河原町10番5号 TEL０６－６９９３－０１０７   

京阪電車守口市駅下車東口より徒歩5分 

※3月26日(土)は全会員で出席しましょう！ 

＜講師紹介＞中道 浩 氏 

 

・USJを軌跡の回復に導いた主要 

ﾒﾝﾊﾞｰの一人。開業まもない頃不 

祥事続きのUSJの人事部門に参画 

最終職位は特命顧問。現在は一般 

財団法人雇用開発センターの理事。 



会長の時間 

 皆さんこんばんは。 

 先々週、長期計画委員会の岩本委員長が地区の戦略計画会議に出席されてレポートを出

されました。その中にこんなことが書かれていました。ロータリーを１本の木に例えると根元は

職業奉仕、幹はクラブ奉仕、枝や葉は社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕であり、根元がダメ

になれば木は枯れる。つまりロータリーの根本は職業奉仕なのであると書いてありました。 

非常にわかりやすいし覚えやすい。私も入会した時にこんなふうに教えていただいたら、ロー

タリーのことをもっと理解できたのではと思います。ロータリーは200以上の国のその地域の生

業とする職業を通して、社会に奉仕するトップリーダーであり、34,000クラブの世界的なネット

ワークであるという事です。 

 本日卓話をされるのは田中アキヒト会員です。田中商人と書いてアキヒトと読む、まさに職業奉仕そのもののような

方です。私も孫が生まれましたら職業奉仕と書いてロータリーと読ませようかなと思いますが、怒られて終わりと思い

ます。田中商人会員、卓話をよろしくお願いいたします。 

 例会後は、新入会員歓迎会です。ロータリアンに有名な人物はポールハリスですが、一般的に知名度があるの

はカーネルサンダースです。カーネルサンダースは65歳の時、ケンタッキーフライドチキンを起業し、地域の施設

の子供達にフライドチキンやアイスクリームなどを毎日あげたり、ロータリアンとしても社会貢献した人物です。 

有名なカーネルサンダースの人形は、白い髭に白いステッキ、そして白いスーツの左胸にはロータリーのバッチが

輝いています。私、若い頃バッチを取ろうとしましたが取れませんでした。皆さんは真似をしないように。 

 長友会員長村会員養老会員、早く顔を覚えてもらい、くずはの仲間、ロータリーアンとしてバッチの重みを感じ、

胸を張って頑張ってください。以上で会長の時間終わります。ありがとうございました。 

上山芳次会長ｴﾚｸﾄ 

  

3分間スピーチ    上山芳次 会長エレクト 

 

 

 本日3分間スピーチの時間を頂きました上山です。思い起こしますと、当クラブに入会させ

て頂き約20年近くなりますが、卓話及び3分間スピーチは毎年1回はさせて頂いております。 

 当初は職業分類が造園でもあるため庭に関する卓話をいろいろさせて頂き、ある時は庭の

管理の仕方、卓話時間が年末であればお正月の松竹梅の寄せ植えの作り方等させて頂い

た記憶がございます。また、地域での奉仕活動に関連し応急手当普及員資格を取った手

前、心肺蘇生及びAEDの取り扱いについて人形を使って講習をさせて頂いたこともありまし

た。此処に至ってネタもつき困っております。 

 現在わがクラブにおいては、会員の平均年齢が若くなってきておりますが、私の住む地域

においては12自治会がありますが、半数以上の自治会が高齢化となり、地域の事業にいろいろと影響をきたしてお

ります。当クラブ協賛の献血活動もその一つです。開始当時は地域の参加者が４０～５０台が大半でした。その参

加者が永年協力して頂き、現在では６０～７０代となり、年々協力者が少なくなってきている状況です。それに伴い

採血の数量も年々少なくなり、当初の半数近くとなりました。現在では若い人は献血を採取するのを怖がり、なかな

か協力していただけない状況です。 

 我がクラブの社会奉仕委員会の事業でもあり、会員の皆様方が多数参加をして頂きますようお願いを申し上げ、

本日の３分間スピーチを終わりとします。ありがとうございました。 

小北 英夫 会長 

  

 



卓話「ああ栄冠は君に輝く」  田中商人 会員 

 

 

 皆さんかんばんは！（大抵の看板屋さんはあいさつで言いはります） 

今日は長友会員・養老会員・長村会員（欠席）の記念すべき歓迎会 

の前座として同じく新入会員の田中商人が初めての記念卓話として 

話させていただきます。看板屋として夜間例会に抜擢していただきと 

ても光栄でした。初めての卓話なので今回は、今まで４５年間の生い 

立ちを１５分間の超ショートバージョンでまとめ、テーマの「ああ栄冠 

は君に輝く」とあるように野球を通じて昔輝いていた頃の動画を発信し、 

これからの人生に栄冠が輝いていけるような決意の再確認の卓話にいたしました。 

〈生い立ち〉１９７０年８月 田中商人生誕 

※名前は父親が名付けてくれたものの市役所の届け出は従業員さんが行ってくれた（役

所で怒られると思って・・）女の子なら銭子か質子になるとこでした。 

 香里小学校で小４から「香里ヤングフェニックス」というチームで野球に打ち込む。体が大きかったという理由だけで

キャッチャーのポジションにつく。小さいころからヒーロー願望が強いせいか、ずっとピッチャーに憧れる。 

 父親の友達の子どもさんはみんな三重県の日生学園という全寮制の学校に入っておられ朝５時ころから体育館を掃除

するきつい学校やと聞いていたので、なぜか勉強を始める。関西創価中学に入学。中学１年の夏に父親が病気で他

界。亡くなって３０年近くなるのに未だにあの頃はとか言うてくださる先輩がいて改めて父親の偉大さを感じました。高校

もそのまま関西創価高校へ。なぜかアルバイトに打ち込む。肉の松阪さんでお世話になり、ウエイター希望だったのに

洗い場に回される。調理補助や洗い場など色んなことを体験させて頂き、しかも賄いがおいしく身も心も成長させていた

だきました。 

 高校卒業が近づき、同じ勉強するなら一芸で入試が受験できるところにしようと簿記の専門学校に通い、商売人は「読

み・書き・そろばん」やというようにそれまでは２級どまりだったそろばんも近所の小学生に混じりながらもう一度チャレン

ジ。満点１級も取得し、全国受験行脚がスタート。結構受験しましたが、ダイヤの原石を拾ってくれる大学は愛媛県にあ

る松山大学の夜間のみでした。 

 一人暮らしのスタート。炊事もバイトで経験させていただいていたお蔭でとりあえず何とかクリア。朝から新聞配達。（マ

ンションで訳が分からなくなり適当に配布するとすべて外れ、えらい怒られました）からの早朝野球。そして五色そうめん

でのバイト。夕方は昼間の学生と準硬式野球部での練習に参加。途中で抜けて学校に通うという毎日でした。半年くら

いたったころに母親が倒れる。いきなり会社に帰るのも何にも知らんのはアカンと看板屋さんを探す。まず地域を決めよ

うということで東京・名古屋・広島・福岡と考えましたが東京はしゃべり方がなんかあわへんし、広島・福岡はちょっと遠い

し、大阪は商売敵になるなと思い名古屋に決定。何の当てもなくタウンページで住み込みで働けるとこを探して「あ」から 

順番に電話で就職活動。見事にアイワ工芸の「あ」で拾っていただく。面接はして頂いたものの、今考えるとよく雇ってく

れたなあと、自分の会社に電話がかかってきて僕は雇うかなあと改めて感謝。５年間お世話になり、看板の基礎から社

会人としての基礎から麻雀やらいろいろと勉強させていただきました。取り付けたあとに会社に戻るともう看板取れてるで

とか失敗もよくしましたが、味噌とかの食事も体に合ったせいか、とても充実した日々でした。名古屋にいる時も早朝野球

から日曜日の野球とずっと野球だけは継続していました。中日の藤王選手も早朝でよくお会いしました。大阪に帰る前

に、ホノルルマラソンにも挑戦。５時間１５分くらいで完走。光ゲンジの誰かに勝つ。そのまま飛行機から飛ぶスカイダイビ

ングにも挑戦。足ががくがくのまま、もうハワイみたいなところ中々こられへんとの思いでいろんなことやりまくりでした。 

 ２６歳でアド毎広に働きだし、２８歳で結婚。５人の子どもが産まれ現在に至っています。会社でも草野球チームを作

り、社員さんも野球で磨いた精神は仕事で必ず生きるだろうと野球している人を積極的に面接。自分がピッチャーした

かったのであまりピッチャーやりたがる人は面接で落としていたような気がします。名古屋ドームで松坂選手の弟や田中

一徳選手のチームと対戦していた時もありました。 

 くずはロータリーに入会させていただき、もう一度聖地甲子園で、お金を払っての野球かもしれませんが、「栄冠は君に

輝く」を声高らかにみんなで歌いたいです。記念卓話ありがとうございました。 
 

 田中商人会員 



201６年 ３月 

日 月 火 水 木 金 土 

２／２８ ２９ ３／１ ２ ３ ４ ５ 

  IM3組会長会議 １２：５０例会        

定例理事会 

   

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

大和川・石川 

ク リーン作戦 
  １２：５０例会         

外部卓話         

  PETS会長エレクト会議 

地区研修ﾁｰﾑｾﾐﾅｰ 

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ 

   １２：５０例会        
被選理事会/予定者ｸﾗﾌﾞ協議会 

   

〒573-1121大阪府枚方市楠葉花園町14-2 

樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 072-855-5125 FAX 072-855-5180 
Email: info@kuzuha-rc.jp 

URL:http://www.kuzuha-rc.jp/ 
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○本日の配布物 

①３月２日週報 

②ロータリーの友3月号 

③16-17年度ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰ実行委員会組織表 

④ゴルフコンペ熊本遠征のお知らせ 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信3月号 

②3月例会出席予定表 

③16-17年度ロータリー手帳申込表 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

2/25 地区災害支援委員会              初木 

2/27 東海大仰星高校ﾗｸﾋﾞｰ全国大会優勝祝賀会 粟津   

3/１ IM3組会長会議                   小北 

○地区行事等出席予定（敬称略）          

3/12 会長エレクトセミナーおよび地区研修セミナー 

                     上山、初木、林、粟津 

3/26 15-16年度ロータリーデー           全会員 

4/16 社会奉仕新旧委員長会議        源本、川島 

 

 

ロータリーレート  

３月 １＄＝１１６円 

第198９回 例会出席報告（２月２４日） 

総会員数 出席者 出席率 

59名 39名 72.22％ 

第1986回 例会補正後出席率 79.31％ 

  メーク6名  欠席 12名  除外 1名 

「新会員歓迎会」 


