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月 間 テ ー マ（ 9月 ）
基本的教育と識字率向上月間

会長挨拶
会長

西田 末彦

2018年9月13日
第1214回（本年度 第10回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 日本の防衛問題について
前田 隆司 会員

次回 9/20 のお知らせ
♬SONG 「それでこそロータリー」
:
■臨時総会（事業・決算報告）

本日は大手前RCの中林さん、米山奨学生の簫 宇庭（ショウ ユーティ
ン）
さんようこそお越しくださいました。ゆっくりご歓談ください。
また
本日は北村 讓会員紹介の上瀬さん、山本会員紹介の佐賀野さんの
入会式が御座います。二人とも末長く宜しくお願い致します。
さて一昨日の台風は凄かったですね。おそらく皆様の中にも被害に
遭われた方もいらっしゃると思います。私もその時間市場の2階に居

■9月27日
（木）北村薫会員の卓話です。
ご準備、宜し
くお願いいたします。
■10月4日（木）社会奉仕委員会フォーラムです。北
村讓社会奉仕委員長、
ご準備宜しくお願いいたし
てましたが、
あまりに風の音が凄いので一階に降り事
務所の外で見てましたら、前の立体駐車場の中の発
泡スチロールが一瞬で吹き飛ばされ、近くの木が倒

ます。
地区委員会、
その他の報告です。
■「2018-2019年度 クラブ社会奉仕委員長会議開

され、その木がこちらに飛んでくるは、目の前の信号

催のご案内」が届いております。

機は横を向くは、二トン車は横転するは、久しぶりに

日時：2018年9月8日
（土）10：00〜12：00

台風で身の危険を感じました。

場所：大阪府社会福祉会館

3時半頃に少し風が収まると今度は自宅が気になり

北村讓社会奉仕委員長、
ご出席をお願いいたします。

車で帰りますと、その道中道路には街路樹がなぎ倒
され、避けながら運転しなければならなかったです。
そして家の近くの交差点にいくと、4台くらい止めれ
るコインパーキングがあるのですが、
そのコインパー
キングの看板が倒され止まっていた車に直撃してい
ました。
この様な光景を見るのは初めてでした。
今年は台風も多いですし、今日の朝には北海道で大
きな地震もあり災害の大変多い年でもありますし、皆

■「2018-2019年度 クラブ青少年奉仕合同委員会
のご案内」が届いております。
日時：2018年9月15日
（土）13：30〜16：30
場所：大阪YMCA国際文化センター 2階ホール
北村讓委員長、
ご出席をお願いいたします。
■三世代クラブ有志一同懇親会のご案内が届いて
おります。

様にはその様な災害に遭われた時はまず身の安全

日時：2018年9月20日
（木）18：00〜19：30

を第一に考えて行動してください。

場所：アサヒ ビアレストラン スーパードライ梅田
会費：5,000円

幹事報告 (9/6)
2018-19年度第1213回（第9回例会）

■「米山奨学委員長・カウンセラー研修会のご案内」
幹事 藤本 淳司

■本日は新入会員の自己紹介です。
村木会員・津﨑会員、宜しくお願いいたします。
■9月13日
（木）前田会員の卓話です。
ご準備、宜しく
お願いいたます。
■9月20日（木）臨時総会です。前年度事業報告：辻
義光会員、前年度会計報告：嶽下会員、前年度会
計監査報告：下岡会員、
ご準備宜しくお願いいたし
ます。

が届いております。
日時：2018年9月29日
（土）
13：30〜登録

14：00〜16：00

場所：サニーストーンホテル江坂

別館3階

下岡委員長・嶽下カウンセラー、
ご出席をお願い
いたします。

新入会員自己紹介

村木 博行 会員、津﨑 慶一 会員
今年の8月に立ち上げた総合保険代理店、株式会社
ベストプランコム京都支社は、全国で100名程度と
中規模の保険代理店ですが、一人一人のレベルが高
く、保険の販売は当然ですが、中小企業の財務改善
や事業承継に力を入れており、その中で支社長とし
て営業マンの中心的な役割を担っております。
私の仕事における信念は「大切なお客様を守り続け
る」
ことです。
またそのために後輩たちにはお客様と
の信頼関係を大切にしたマーケットを作りなさいと
伝えております。
そして私が何をするにも一番に心掛けている事は、
「思いやり」
「気遣いと心遣い」
「自分がされて嬉しい

村木 博行 会員
株式会社ベストプランコム 京都支社

支社長

血液型：O型

事を相手にする」
ということです。
とにかく
『誰でも出来る事を誰も出来ないくらいやる
事』
です。

生年月日：1956年9月3日 おとめ座（62歳）

RCを理解するにはまだまだ時間がかかると思います

家族：妻、長男（18歳）、次男（12歳）

が、先輩方のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いい

趣味：ラグビー、靴

たします。

経歴：
1979年

近畿大学

商経学部卒業

スポーツ推薦で入学。中学時代からラグ
ビーを始め、高校時代は3年時キャプテ
ンを務めた。
ポジションはスタンドオフ。
同年

株式会社

玉屋に入社

経営管理部電算室に配属、販売管理シ
ステム運用管理、POSシステム開発等に
従事。
1996年

株式会社ソニー生命保険からスカウト
を受け転職を決意し生命保険営業21
年を経て定年退職。
21年間の在職中は7回社長杯の海外表
彰を受け、
その内1度は全国3,000名中
第4位で特別表彰を受けた。

2016年 スルガ銀行系列の保険代理店株式会社

2018年

津﨑 慶一 会員
こんにちわ。
貴重な時間を頂きまして自己紹介させていただき

ライフナビパートナーズに入社し1年後

ます。

社内120名中全国第1位になる。

私は1977年、大阪市の住之江区で生まれました。

世間を騒がせている銀行系列というこ

小さな頃から野球が大好きで阪神タイガースの帽子

ともあり、2018年8月に株式会社ベスト

を被って家の前にあった屋敷の壁にボールを当てて

プランコム京都支社の立ち上げに参画

遊んでいました。

し、現在に至る。

趣味でも野球を挙げているのですが、野球を好きに

成功しました。
しかしその年同時に結婚、出産とも重なり計画性の
ない生活を送っていました。
独立当初はそういう事もあり夜も眠らず、ほとんど家
にも帰らず仕事をこなしていました。
ただ、5年程たってようやく軌道に乗り始め生活にも
ゆとりが出てきたときに気付いた事があります。
それは子供の成長を見れてなかった事です。何度か
風呂に入れてあげたり公園に遊びに行った程度で何
も思い出がなかった事にすごく後悔がありました。
こ
れではダメだと思った私は人手を増やすことを考え
従業員と下請けの外注先、
そして自分のゆとりも増や
していきました。
なったきっかけは私が小学2年生の時が丁度1985
年、阪神タイガースが日本一になった年ですが、
それ
まで野球には全く興味が無かったのですが阪神ファ
ンの父がテレビを見ていまして優勝した瞬間に500
円のお小遣いをくれました。その当時の私のお小遣
いは1日50円だったので初めて見た500円玉にすご
く興奮したのを覚えています。
それだったら自分が野球をして活躍すると、
もっとお
小遣いをくれるのではと甘い考えで野球を始めました。
でも裕福な家庭ではなかった為グローブは買っても
らえず父の使い古しのソフト用のグローブを6年生ま
でボロボロになるまで使っていました。
中学に進学し地元の住之江中学校に入学した私は
野球部に入部しました。
最初にユニホームやスパイク、
グローブと色々とお金
が掛かることに親に気をつかっていたのを覚えてい
ます。

現在、従業員と下請けの職人合わせて20人ほどが現
場を動かしています。主に手掛けている工事は駅の
リニューアル工事でプラットホームやコンコース連絡
通路などの古い床をタイル張のデザインに樹脂舗装
を行い明るい景観に仕上げています。
子供も大きくなり小学6年生と4年生の男2人で、2人
とも野球をしてくれています。
3年生と1年生の時に始めたのですが、同時に私も同
じチームでコーチとして一緒に活動しています。
これからも色々な事にチャレンジしていき、自分に
とってプラスになることはどんどん取り入れていきた
いと思っていますので皆さまのご指導よろしくお願い
いたします。
ありがとうございました。

本日のメニュー

高校に進学した私は野球をする事をやめてガソリン
スタンドでアルバイトをする事に決めました。
野球をやめたことに寂しさはありましたが、そのバイ
ト先で学んだ事や出会えた方々は今の仕事のきっか
けにもなっているので今振り返ってすごく良かったと
思います。
バイト先の先輩から紹介されて私は19歳の時に今
の仕事、建築業を始めました。
内装仕上業の塗床です。主に工場内部の床を光沢の
ある色を付けたりマンションや学校の廊下やベラン
ダなどに防水を兼ねて色を付けたり道路でもバス
レーンやカーブ、
自転車道に色を付ける仕事です。
私は10年腕を磨き、29歳の時に独立開業することに

・マグロのわさび風味 サラダ仕立て
・スペイン産栗豚のチャップカツレツ温野菜添え トマトソース
・彩りサラダ、
コーヒー、
パン

米山奨学生

米山奨学生

簫 宇庭（ショウ ユーティン）

皆さん、おひさしぶりです。
皆様と毎月会えることがとっても嬉しいです。先日の台
風は本当に怖かったです3時間くらい停電にあったんで
すけど他は大したことはありませんでした。
途中マットずっとガタガタの声がして破れるかと思いま
したよ、今回の台風は地震より怖いと思いました。
皆さんの家は大丈夫でしょうか?

ようこそ! 大阪中之島ロータリークラブへ

佐賀野 雅行会員 ご入会おめでとうございます

上瀬 匠会員 ご入会おめでとうございます

開明中学・高等学校 文化祭
インターアクト担当

杉村 雅之

9月9日
（日）、開明中学・高等学校の文化祭に辻 義光
会員と共に訪問して参りました。

▲お誕生日のお祝い：左より村木 博行会員・西田 末彦会長

▲事業所設立記念のお祝い：左より津﨑 慶一会員・前田 隆司会員・
西田 末彦会長

▲結婚記念日のお祝い：左より戸田 佳孝会員・前田 隆司会員・
西田 末彦会長

グローバル補助金によるモンゴル支援がロータリー財団に承認されました

国際奉仕委員会

グローバル補助金によるモンゴルモンゴル支援が
ロータリー財団TRF（The Rotary foundation）
に承認
されました。最初の関門をクリアーしましたが今後と
もご協力宜しくお願いいたします。
Dear Project partners,
Congratulations on receiving the approval to the
GG1871389 "medical vehicle". We have reached
to this point after relentless dedication and
"never-giving up" attitude.
Now please advise us how to proceed with the
bank account details and guide us how to conﬁrm
the cash contributions as stated below. As stated
in our application, the bank account will be in
Japan so we assume that two Rotarians to sign
would also be from Japan side. What would be
the updated time arrangement for the purchase
so that we can prepare customs and delivery to
the beneﬁciary hospital and opening ceremony?
Thank you for your continued support.
Yours in Rotary,
PP Baterdene

ガバナーエレクト研修セミナー(GETS)

高島 凱夫

ガバナーエレクト研修セミナー（GETS）の“会員基盤

修を受けられています。2012〜13年のガバナーの

の向上・クラブ会員基盤の強化”“戦略計画の立案”と

ための研修を思い出すと共に、
ガバナー年度の皆様

いう二つのセッションを担当させて戴きました。

のご苦労、
ご支援に改めて感謝申し上げます。

D2660からは四宮DGE（木村会長年度のDGE）が研

9

6

ニコニコBOX

西田：本日は上瀬さん、佐賀野さん入会おめでとうご
ざいます。
末永く宜しくお願いします。
私事ですが3人目の孫が産まれました。女の子
です。ニコニコ
木村：村木会員、津﨑会員卓話頑張って下さい
藤本：村木会員、
津﨑会員、
自己紹介宜しくお願いします。
村上：村木会員、津﨑会員自己紹介頑張って下さい
北村（讓）
：新入会員上瀬さんを宜しくお願いします。
皆さん、台風大丈夫でしたか？
戸田：来週、再来週欠席します。すみません。
吉田：ニコニコ
山本：今日から入会の佐賀野さんをよろしくお願いし
ます。
嶽下：村木会員、津﨑会員卓話よろしくお願いします。
辻（一）
：ニコニコです

佐賀野会員、津﨑会員、村木会員、上瀬会員が
野球部に入部されました

下岡：来週欠席、
タクトよろしくお願いします。
前田：早退のお詫び
檜皮：村木会員、津﨑会員、本日卓話楽しみです。

tulations!
Congra

強い台風の後、お庭にたくさんの贈り物が舞い
降りてました。お金はありませんでした。
辻（義）
：ニコニコ
村橋：新入会員の皆様を歓迎いたします。
村木：台風の後、北海道で地震と大変ですね。
栗山：早退のお詫び
杉村：季節の変わり目、
ご自愛下さい。
佐賀野：今日から入会します。
よろしくお願いします。

本日合計 : ￥49,000

西田会長、お孫さんのお誕生おめでとうございます。

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

累

計 : ￥409,000

●本日のゲスト
33名
6名
2名
29名
2名

出席率
8月9日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト
93.54 %
79.31 %

1名
0名
0名
1名

米山奨学生

蕭

宇庭 様

●本日のビジター
大阪大手前RC

中林 邦友 様

●メイクアップ
辻

義光

8月 2日

インターアクト海外研修

