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第1223回（本年度 第19回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日のプログラム

次回 11/22 のお知らせ

■職業奉仕委員会による移動例会
　陽松庵　座禅体験

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　
　辻 一夫 会員 会員

今日は小林会員が久しぶりに元気なお姿をお見せくださいました。
胃がんから立ち直られて本当に良かったです。また奥様とご子息も一
緒に来られて、この後ゆっくりご歓談ください。

そして今日は上山会員と佐賀野会員の自己紹介です。お二人共よろ
しくお願いいたします。

さて、本日は11時から今年度第1回のクラブ戦略計画委員会がありま
した。皆さんご存知のようにクラブ戦略計画委員会とはあくまでもク



ラブのアドバイザー的な存在であります。クラブの最
終的な決定は理事会ですが、会長も含め単年度制で
あります。従いましてその年度の会長の方針や、或い
は各奉仕委員長の考えで奉仕活動なども決まります。
つまりクラブの将来像や、中長期ビジョンなどを決め
るには理事会は不向きなのです。そこでその役割を
担うのがクラブ戦略計画委員会です。

今年度で4年目になりますが、今現在の目標は大きく
分けて2つです。

1つは「地区内での中堅クラブを目指す」と言うもの
です。この目標は事あるごとに皆さんに発信していま
すが、私が思うに大阪中之島ロータリークラブはその
中身は高島ガバナーを輩出し、今年度は福田会員が
ガバナー補佐ですし次年度も北村 讓会員がガバ
ナー補佐になる事も決まっております。又地区に毎年
のように6，7名の方が出向されています。そして各奉
仕委員会は常に2つか3つの事業をこなしています。
この様に会員数が30名前後クラブではもう十分中堅
クラブと言っていい活動をしていると思います。あと
は会員数が40名～50名になれば名実共に地区内で
の中堅クラブになれると思っています。

もう1つの目標は「奉仕活動は出来るだけ全員参加し
よう」です。これも徐々にですが各奉仕活動の参加数
も以前よりも増えてきているように思います。

本日のクラブ戦略計画委員会の議事録は次回の週
報に載せさせて頂きます。何かご意見があれば頂戴
致しますので宜しくお願い致します。

■本日は、新入会員の自己紹介です。
　佐賀野会員、上山会員、宜しくお願いいたします。

2018-19年度第1222回（第18回例会）
幹事報告 (11/8)

幹事  藤本 淳司

　例会終了後、第6回12月度理事会が御座います。理
事・役員の皆様、ご出席を宜しくお願いいたします。

■11月15日（木）職業奉仕委員会の移動例会です。
「陽松庵」での座禅体験を予定しております。

　太閤園集合：10時出発
　現地　集合：11時

■11月22日（木）辻（一）会員の卓話です。
　ご準備宜しくお願いいたします。

■11月29日（木）新入会員の自己紹介です。
　上瀬会員、ご準備宜しくお願いいたします。

■12月6日（木）委員会報告と次年度総会 次年度理
事・役員の選任決議を行います。

■12月13日（木）梅原会員の卓話です。
　ご準備、宜しくお願いいたします。

地区委員会、その他の報告です。

■「地区ロータリーデー」

　日時：2018年11月3日（土）～4日（日）
　　　 両日10：00～
　場所：大阪城

■「IM6組会長・幹事会」

　日程：2018年11月21日（水）18：00～
　場所：太閤園

　会長・幹事が出席致します。

■「成美学園での餅つき大会」

　 日程：2018年12月1日（土）12時～15時

■「国際ロータリー第2660地区の地区大会」

　1日目：12月7日（金）受付12：00～
　場所：大阪国際会議場　特別会場 

　2日目：12月8日（土）受付11：30～
　場所：大阪国際会議場　5階ホワイエ



新入会員自己紹介

上山 英雄 会員、佐賀野 雅行 会員

上山 英雄 会員

私は上山英雄と申します。現在千里不動産鑑定事務
所というところで鑑定評価、それも公的評価の仕事を
しています。

公的評価と言うと国や県、市役所、税務署、裁判所な
どからの仕事をしていまして、私はその評価を専門に
しています。従いまして、長くしているので役所などに
はちょと顔が聞きますが、まったく力はありません。

ところで、この不動産鑑定の仕事をするには、不動産
鑑定士でなければできません。私は、前職であります
近鉄不動産に在職中に資格を取得しました。近鉄不
動産は、出世はしませんでしたが、いい会社でした。

昭和45年に天王寺高校を卒業して、京都大学にスト
レートで入学しました。ここまでは良かったのですが、
当時海外旅行に夢中になりついに1年留年しまい、
すでに内定をもらっていた日本生命もパーになって
しまいました。

昭和50年に大学を卒業して地元の近畿日本鉄道に
就職し、すぐに近鉄不動産に出向となり、山あり谷あ
りの会社員生活を経て平成に23年に60歳の定年を
迎えました。

近鉄に入りましたのは、地元の企業と言うこともあり
ますが、本社はともかく、当時170社ありました子会
社のいずれかの役員になれるのではという期待が
あったからです。

昭和50年4月に近鉄に入社して、9月には近鉄不動
産に出向になりました。いよいよ関連会社に行けた
なあと思いました。でも結局、役員にはなれず、無事

定年を迎えました。無事と申しましたが、ほんとによく
定年までもったなというのが実感です。

私は、こうみえてもシャイで気が優しい性格で、ほんと
は競争社会の代表である会社組織には向いていな
いようです。それなら、会社に行かず、先生になれば
いいじゃないかと思うのですが、それもチャレンジし
ましたがダメでした。

一般に、不動産業といえば、戸建て、マンションの分
譲、ビル賃貸事業、仲介事業などいろいろ分野があり
ます。課長時代にマンションの用地買収を担当したこ
ともありました。朝早く一番に出社して担当常務が来
られる前にコーヒーをいれてほめられましたが、世間
では茶坊主ならぬコーヒー坊主と言われてました。生
来のグルメ好きで担当常務に多くの店を見つけては
きましたが、でも結局、1坪の土地も買えませんでした。
この部門もやがて人事異動になり、近鉄ビルサービ
スの賃貸営業部長になりました。

結局わたしは、定年まで転勤がなくずっと大阪にいま
した。転勤のない人は2つのタイプがあります。仕事
のできる人、仕事のできない人です。仕事のできる人
は、その人がおらないと仕事が回らないから異動が
ありません。仕事ができない人は受け手がありませ
ん。私はもちろん後者の方です。

こんなことではあかんと思い、自分で出来ることをよ
く考えたら、不動産鑑定士の資格をもっていたことに
あるとき気が付きました。

この資格は、昭和50年に入社してしばらくして昭和
53年には会社も不動産鑑定士の育成の教室をつ
くっており、この資格取得を応援してくれた時期があ
りました。

これが、私の将来を左右しました。

そこで、すでに資格を取得してたので、その部門があ
る不動産仲介と鑑定のある流通鑑定部門に異動に
なりました。

しかし、それもつかの間で、会社の方針はジェネラリ
ストとやらの育成の方針で、私は、会社の人事異動で
は定期的にいろいろの部門を回りました。どこに行っ
ても役に立ちませんでした。もとの近鉄ビルサービス
の賃貸営業部長に戻りました。

ここで大変なことが起こりました。



佐賀野 雅行 会員

自己紹介は次週掲載いたします

忘れもしません、平成14年9月20日に突然リストラ対
象になりました。自分としては、京大でてるから大丈
夫とタカをくくってましたがリストラになってしまい家
内と一晩中泣きました。しかし、リストラ部屋に行って
みて、そこにはなんと、京大、阪大、神戸大などの卒業
生であふれてました。学歴主義で一流大学のごみを
近鉄は採用していたのでしょうか。大会社の学歴主
義の典型でした。

しかし、私はこのリストラ部屋から脱出しました。平成
14年9月20日にリストラ部屋に入れられましたが、3
か月後の12月20日には元の席であった賃貸営業部
長に返り咲きました。その時、「リストラの奇跡」と会
社では評判でした。

この時の話は長くなりますので今はいたしません。

そしてその賃貸部長時代にしばらく快適に過ごして
いたのでしたが、平成16年に新社長が来られました。

この人は京大の先輩ではありましたが、偉そうにして
る横柄な、今でいうパワハラの典型でみんなから嫌
われてました。私も嫌いでした。そこで、専務、前社長
と一緒に新社長の排斥運動に加わり、これが近鉄に
ばれて近鉄の人事異動にたてついたとして2度目の
リストラをされる寸前でした。

平成16年に、当時取締役で流通鑑定本部長をしてお
られた村上さんにお願いして、「一兵卒」として働きま
すので助けてくださいと頼みました。

その結果、鑑定部長のポストにつけてもらいました。
もちろん部下はゼロです。まさに部長でも平社員とお
なじで1からぜんぶ自分でやらねばなりません。

今考えると、これが良かったのだと思います。

いま、公的評価の仕事をしていますが、その時初めて
パソコンを自分で習いにゆき、鑑定で現地調査、計算
も自分で出来るようになりました。この意味で必要に
駆られて仕事をしました。

仕事の話はこれくらいにして、趣味の世界に入ります。

私は、ゴルフが好きで、年間100ラウンド10年間して
いたと、世間の人には言われています。

このくらいやると、普通の人はシングルになったと思
われがちですが、いまだに100をきれません。ゴルフ
に向いていないことを悟り、今はゴルフから離れてい
ます。

今は、家内や友人と国内のみならず、海外にも旅行して
います。格安で日程びっしりのハードな弾丸旅行です。

趣味のグルメですが、世間では、私の事はB級グルメ

と呼んでいます。私の武器はスマホの「食べログ」で
す。B級グルメですが、美味しい店を沢山知っていま
す。これも当たり外れがあります。4点以上の店はかな
りまわりましたし、ミシュラン大阪の三ツ星の店もほと
んど行きました。しかし、根がB級なので、味はよくわ
かりません。はっきり言って何が美味しくて、何がまず
いかはわかりません。

友人からは、「上山は店のレッテルで、自分の舌はな
いのか？」と言われてます。犬には失礼ですが、私の
舌は犬以下です。

以上のように経歴、趣味の事をお話ししましたが、
「ロータリーにどうして入りたかったか」と言いますと
「ロータリーに入る」という「ロータリアンになりたい」
と言うあこがれがありました。

先に申しましたように、近鉄不動産時代に、当時の砂
田社長（この方は城南ロータリー）がいつも颯爽と毎
週金曜日に会合に行かれてかっこよかったです。大
阪都ホテルに卓話のとき資料作りをした関係で、たま
に連れてゆかれ、ホテルの部屋の外で待たされたこ
とが何度かありました。「一体この中でなにをしてい
るんだろうか？」

「きっと偉い人が、美味しいものを食べて会議をして
いるんやろうな」と感じてまた、いつかは私もそうなり
たいと思っておりました。

以上、私の経歴、趣味をお話ししました。私と言う人
間を少しは分かって頂けたかと思います。

最後に、こんな未熟な私ですが、これからもよろしく
ご指導のほどお願い申し上げます。



日　時：2018年11月8日（木）　13：40～14：30

場　所：太閤園 2F　オパールルーム

出席者：理事役員
　　　　西田・村橋・木村・金森・辻（義）・井本・村上・北村（讓）・戸田・檜皮・北村（薫）・安達・藤本　以上13名（敬称略）

欠席者：嶽下　（敬称略）

2018-2019 年度 第6回　12月度定例理事会議事録

開会の挨拶（西田会長）
本日は審議事項がたくさんありますので、いつものよ
うに活発に、また迅速に議事を進行させていきたいと
思っております。よろしくお願い致します。

【審議事項】

1. 2018～2019年度　年間行事計画
2019年2月7日（木）の例会は休会

→　2月8日（金）三世代合同例会に振り替えの為。

その他、別掲の行事計画を参考のこと。

2. 年末親睦家族会について（井本委員長）
会費は例年同様とする。今月中におよその出席人数を

把握したい。タイムスケジュールは別掲のとおり。

予算については　⇒［ 承認 ］

3. クラブの保険加入について
ロータリークラブの活動にあたり、事業活動中に起こ

る第三者の事故に対しての保険に加入する件

　⇒［ 承認 ］　詳細は別掲。

4. 銀行口座の名義について（会計担当 北村 薫会員）
旧名義人の口座を早急に無くし、新たに必要な口座を

開設する　⇒［ 承認 ］

5. 移動例会について（村上委員長）
11月15日の移動例会は、池田市の陽松庵での座禅体

験研修会です。午前11時現地集合、13時30分解散の

予定。予算案も　⇒［ 承認 ］

6. ベトナム ダナン病院VTT支援について
（戸田委員長）

クラブより￥420,500の拠出等、予算案　⇒［ 承認 ］

日　時：2018年11月8日（木）　11：00～11：45

場　所：太閤園 2F　寿の間

出席者：早瀬・高島・西田・木村・金森・村橋・藤本

2018-2019 年度 第１回クラブ戦略計画委員会議事録

【クラブ戦略計画委員会の基本的な考え方】
クラブの最終決定機関は理事会であるが基本単年制
でクラブ運営を行うので、クラブの中長期計画や将来
像を考えるには不向きである。そこでアドバイザー的
な立場でクラブの将来像や中長期目標を設定するの
が、このクラブ戦略計画委員会である。

【議案】

◇地区内の中堅クラブを目指す・奉仕活動への参加

クラブアンケートでクラブの会員数が40名～50名を希

望する回答が多く、会員数の目標は創立30周年に向け

て50名を目標としている。

クラブの活動状況は会員数が現在34名であるが、中堅ク

ラブ以上の活動は実施出来ている。だが、目標に向けて

会員数を増強するには、クラブの魅力を向上させて行く

必要があり、1．会員それぞれの資質の向上 2．より良い

例会運営の実施 3．奉仕活動についての目的・意義につ

いての周知し会員の理解を深める事 4．地区内での出

向会員の積極的な活動、これらの事を実施して行く事で、

その結果、会員の増強に繋げていく事が出来る。

また、目標については現在、目標設定から4年が経過して

いるが、5年目を目途にこの目標についての検証が必要

である。

◇その他

・新入会員の会員研修は積極的に実施されているが、会

員歴6～7年の中堅会員にもロータリーについての考え

や知識について自己研鑽を促す事が必要である。

・創立30周年記念に向けて、今年度から創立30周年準

備委員会立ち上げ準備しておく必要がある。



【’19年2月 行事予定】　（平和と紛争予防/紛争解決月間）

【’18年12月 行事予定】　（疾病予防と治療月間）

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

8日（金）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1233

1234

1235

1236

29

30

31

32

三世代合同例会
ホスト（大阪大手前RC）

国際奉仕委員会
クラブフォーラム

第9回3月度理事会
第1回ノミニー理事会

第3回クラブ協議会

卓話担当：丸山

国際奉仕委員長：
戸田委員長

卓話担当：辻（義）会員

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1226

1227

1228

-

22

23

24

-

委員会報告・次年度総会

夜例会・年末親睦家族会
（太閤園　桜苑）

休会②

各委員長・小委員会
次年度理事・役員決定

卓話担当：梅原会員 第7回1月度理事会

成美学寮
　日程：12/1（土）12：00～15：00

地区大会・RI会長代理歓迎晩餐会
　日程：12/7（金）
　会場：リーガロイヤルホテル

地区大会　本会議
　日程：12/8（土）
　会場：大阪国際会議場

三世代合同奉仕事業
　日程：12/15（土）
　大手前整肢学園  ホスト：大手前RC

地区チーム研修セミナー
　日程：2/2（土） 
　会場：大阪国際会議場 

地区ロータリー財団補助金
管理セミナー
　日程：2/16（土）
　会場：大阪YMCA会館 

【’19年1月 行事予定】　（職業奉仕月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

3日（木）

10日（木）

17日（木）

24日（木）

31日（木）

-

1229

1230

1231

1232

-

25

26

27

28

休会③

会長、幹事新年の挨拶

職業奉仕委員会クラブフォーラム

夜例会・上半期新入会員歓迎会

第8回2月度理事会西田会長、藤本幹事

卓話担当：北村（薫）会員

職業奉仕委員長：
村上委員長

ベトナムVTT支援事業
　日程：1/13（日）～1/17（木）

IM6組会長・幹事会
　日程：1/23（水）18：00～
　会場：太閤園

7. モンゴルへの人道的国際奉仕について（檜皮会員）
スムーズに進めていく為、クラブからの拠出金は中之

島RCが3クラブ分を纏めて台北福齢RCに渡す。

8. 成美学寮餅つき支援の件（北村 讓委員長）
12月1日（土）午後1時に開始出来るように現地集合の

こと。今のところ、18名参加の予定。

9. インターアクトクラブ、避難者交流会へ
大阪東RCと中之島RCで￥30,000の拠出金

　⇒［ 承認 ］

10. 新入会員の件
小林 俊明会員の退会に伴い、息子さんの小林 俊統

（としのり）氏が入会する件　⇒［ 承認 ］

11. その他
・金森副会長より、大阪中之島RC30周年記念の準備

委員会を今年度中に立ち上げたい旨　⇒［ 承認 ］

・例会運営委員会（木村委員長）

例会場内での禁煙の実行　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（木村会長エレクト）
本日も数多くの議題があったにも拘わらず、順調な会
の進行にご協力頂きありがとうございました。



結局、14チーム中 4位でした！
ガバナー杯野球大会の全日程が終了致しました。

ホストクラブの八尾ロータリークラブの方々にはたい
へんお世話になり感謝しております。

お陰様で中之島RCは昨年より大躍進を遂げ、ゾーン
では準優勝、そして昨日くずはRCに負けましたので
全体では4位と言う成績で今年の野球部の全日程を
終えることが出来ました。

野球部の方、応援に来て頂いた女性群、お疲れさま
でした。

野球同好会 監督  安達 昌弘

ということで、今年は祝勝会ではなく「忘年会」として、
そして忘れてはならないのがチームの中心岡本選手
の「全快お祝い」として、12月18日に本年最終の野球
部の集まりを予定しています。

西田会長、木村会長エレクトも参加して頂くことに
なっておりますので、クラブ会員の皆様方どなたのご
参加も待っております。

小林 俊明会員が奥様とご子息の小林 俊統様とともにお見えになりました。



ニコニコBOX

西田：小林さん、お久しぶりです。元気なお姿を見れ
て嬉しいです。ニコニコ

木村：佐賀野さん、上山さん本日卓話頑張って下さい。
ニコニコ

藤本：佐賀野会員、上山会員本日卓話よろしくお願い
します。

金森：小林会員のお元気な姿を拝見した喜びに

村上：上山会員、佐賀野会員、自己紹介楽しみにして
います。ニコニコ

北村（讓）：11月も宜しくお願いいたします。

吉田：ニコニコ

早瀬：お帰りなさい。小林会員お元気になってよかっ
たですね。ニコニコ

高島：小林さん、お久しぶりです。

小林：長い間御厚誼頂き、有難うございました。
長男俊統（としのり）を宜しくお願い申し上げます。

辻（一）：いい季節ですね。ニコニコ

下岡：小林さん、お久しぶりです。

前田：小林先生、久しぶりです。

檜皮：小林会員、すごーくお会いしたかったです！
佐賀野会員、上山会員自己紹介楽しみです。

上山：自己紹介緊張しています。

村橋：小林さん、お久しぶりにお顔を拝見してニコニコ

北村（薫）：小林会員、お久しぶりです。

村木：今日もニコニコです。

戸田：小林会員、お元気になられて良かったです。
11月12日の夜7時～4チャンネル、「名医の太鼓
判」に出演します。

井本：佐賀野会員、上山会員本日頑張って下さい。楽
しみにしています。

本日合計 : ￥144,000
累　計 : ￥953,000
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●出席報告
会員数 34名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 2名 国内ゲスト 2名
出席者 28名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 84.84 %
10月18日の修正出席率 96.87 %

●メイクアップ
高島 凱夫 10月13日 広報・情報・
  公共イメージ委員会
杉村 雅之 10月13日 ガバナー杯野球大会
津崎 慶一 10月13日 ガバナー杯野球大会
嶽下 勇治 10月20日 ガバナー杯野球大会
梅原 一樹 10月20日 ガバナー杯野球大会

●本日のゲスト
 小林 俊統 様
 小林 とも子 様

小　鉢 蟹味噌玉子豆腐　いくら
 三つ葉　ラレシ

造　り 鮪　ホタテ
 あしらい

煮　物 鴨治部煮　蕪　小芋
 紅葉人参　ほうれん草

八　寸 （小鉢）もみじ和え
 鰤味噌柚庵焼き　袱紗玉子
 松笠烏賊ろう焼き　花蓮根
 海老パン　揚げトマト　青唐

蓋　物 鯛信州蒸し　しめじ　葱

食　事 白御飯　香物
 赤出汁

本日のメニュー


