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西田 末彦

2018年11月22日
第1224回（本年度 第20回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「日も風も星も」
:
●卓話 税金余話 PART 2
辻 一夫 会員

次回 11/29 のお知らせ
♬SONG 「友愛の歯車」
:
●卓話 自己紹介
上瀬 匠 会員
本日は座禅体験の移動例会と言う事で皆様ご苦労様です。
またこの
場を提供して頂いた陽松庵の僧侶の皆様、関係者の皆様には厚く御
礼申し上げます。
そしてこの座禅体験を企画から準備までして頂いた
村上職業奉仕委員長、早瀬会員には本当にご苦労様でした。
さてこの座禅体験も今回で3回目になります。
さすがに3回目となると
もう慣れているのかなと思っておりましたが、僧侶の方から座禅とは
無の境地になるのですよと言われていたのですがいざ始まりますと
常に何かを考えている自分に気づかされ、
これじゃいけないと思って
いると又何かを考えている自分に気づき30分が過ぎてしまいました。

本当に煩悩の塊かなと思いました。皆様方はどうでし
たでしょうか？この異空間で坐禅を組み自分と向き合
うと言うのは貴重な体験だと思います。
この後は講話も聞かせて頂けると聞いておりますの
で、約半日短い時間ではありますが非日常感を味
わって頂ければと思います。
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ニコニコBOX

西田：本日は陽松庵の皆様、宜しくお願いします。
村上委員長、早瀬さんご準備ありがとうごさい
ました。ニコニコ
藤本：本日は村上委員長、職業奉仕委員会の皆様、早
瀬会員有難うございます。

幹事報告 (11/15)
2018-19年度第1223回（第19回例会）
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幹事 藤本 淳司

金森：村上委員長、本日の例会準備ご苦労様です。
村上：本日の座禅体験研修、宜しくお願いします。
吉田：ニコニコ
高島：村上委員長はじめ職業奉仕委員会の皆様、
ご
苦労様です。
嶽下：ニコニコ 陽松庵の皆様有難うございます。
前田：本日座禅の日ですね。
辻（義）
：ニコニコ
檜皮：陽松庵の皆様、本日は大変お世話になります。
職業奉仕委員会の皆様、
ご準備有難うございます。

■本日は職業奉仕委員会の移動例会で御座います。
「陽松庵」
での座禅体験を予定しております。

上山：初めての座禅、緊張しています。

■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。

村木：本日の座禅、膝痛のためきびしいかもです。ニ

村橋：本日の座禅体験研修、
早瀬さん有難うございます。
コニコ

■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。

栗山：村上委員長はじめ委員会の皆様、有難うござい

■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。

井本：本日はよろしくお願いします。
日頃の煩悩を取り

■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。

ます。
払います。

米山記念館見学者の参加費残金

■「IM6組会長・幹事会」

本日合計 : ￥60,450

日程：2018年11月21日
（水）18：00〜
場所：太閤園

累

計 : ￥1,013,450

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
場所：成美学園
■「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
■「三世代合同奉仕事業」
ホスト：大阪大手前RC
日程：12月15日
（土）10：00〜15：00
場所：大阪赤十字病院付属大手前整肢学園

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

34名
6名
2名
21名
11名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

0名
0名
0名
0名

出席率
65.62 %
10月25日の修正出席率 96.87 %

●メイクアップ
佐賀野 雅行 10月20日
杉村 雅之 10月20日
梅原 一樹 10月20日

ガバナー杯野球大会
ガバナー杯野球大会
ガバナー杯野球大会

移動例会：曹洞宗 陽松庵

職業奉仕委員会

座禅体験

新入会員自己紹介
（11/8 卓話）

佐賀野 雅行 会員

佐賀野 雅行 会員
皆さんこんにちは。株式会社ミヤビグループの佐賀
野です。
この度は株式会社関西建設の山本肇社長の
ご紹介により、大阪中之島ロータリークラブに入会さ
せて頂きました。
弊社は大阪市内で不動産業を行っております。賃貸
管理と仲介業を主にしており大阪市内や周辺地域に
約7,000戸の物件を管理し、賃貸部では特に御堂筋
線を中心に主要駅前にて13店舗のアパマンショップ
を運営しております。
ご家族・ご友人のお部屋探しの際にはぜひ、わたしに
ご一報ください。
わたしは昭和39年生まれで和歌山県出身です。
高校を卒業後、専門学校入学のため大阪に来ました。
しかし専門学校を3ヶ月で辞め、22才までは今でいう
ところのニート生活でした。23才の頃、
さすがに真面
目に働かなければと思い、早く稼げる仕事を探しキ
ンキホームという名の不動産会社に就職しました。
その頃ちょうど世の中はバブル期で、
『不動産売買は
賃貸仲介よりももっと稼げる』
という話を聞き、賃貸
仲介をやっている場合ではないと思いキンキホーム
を1年で辞めて、平野区の総合不動産会社に転職し
ました。
この会社は土地の売買・地上げなどをする会社で、良
くも悪くも色々勉強させてもらいましたが、いよいよ
バブルがはじけるという頃、その会社の社長から
『う
ちの会社はもうもたないから佐賀野は会社を離れ
ろ』
と言われ、退職する事となりその後28才の時に天
王寺の駅前に事務所を借り、起業しました。
来年25周年を迎えます。
これを機にもう一回り大きく成長したく存じます。
ロータリークラブ諸先輩方のご指導、
ご鞭撻をどうぞ
宜しくお願い申し上げます。

2018〜19 Rotary International for
Zone 1,2,3 TRF Reginal Seminar

檜皮 悦子

2018〜19年度 国際ロータリーゾーン1，2，3ロータ
リー財団地域セミナーが2018年11月18日
（日）神戸
ポートピアホテルにて開催されました。
RI理事三木明様の開会のご挨拶で始まり、ロータ
リー日本財団理事長千玄室様より
（公財）
ロータリー
日本財団の現状をおはなしされ、続いてTRF（ The
Rotary Foundation）管理委員北清冶さまより
「ロー
タリー財団最新情報」
としてDDF活用に対する管理
委員会の決定：①2018〜2021年度地区補助金特
例としてDDF残高の最大二年間20％を地区補助金
に使う事ができる②GGの国際的パートナー支援国
は実施国からの最終報告が提出されなくても支給停
止のペナルティがなくなりました。
と、
ご自分の本音
からのご意見と共にお話されました。
またパネルディ
スカッションではパネリストとして第1ゾーン・第2
ゾーン･第3ゾーンの代表者からGG支援難易度の高
さ、解決策としてクラブとロータリー財団との垣根を
取り外さなくてはいけない等、
また現場での経験にお
いての問題点に関して質疑応答を通して意見交換を
させていただきました。
講評としてRI理事石黒慶一様よりロータリー財団の
活性化によるクラブへの影響、また最後に「ロータ
リーは自分のために生きるのではなく他者に奉仕す
る喜びのために生きるのです」
と、熱く語られました。
今回のセミナーは約7時間に及ぶ長丁場でしたが、
幅広くお勉強させて頂きました。それと同時にGG支
援によるモンゴルへのdoctor car寄贈へのTRF承認
までの長い道のり
（何度
か修正しました申請書）
を新たに思い出されまし
た。
しかしこのように苦労
した経験と共に、今回の
セミナーでの貴重なアド
バイスを基に、大阪中之
島ロータリークラブの支
援事業に活かしていきた
いと思います。

第４7回ロータリー研究会
11/20、21の二日間、第47回ロータリー研究会が神
戸ポートピアホテルで開催されました。
石黒 慶一RI理事（鶴岡西）、三木 明RI理事（姫路）が
召集者として開催されるものです。RI会長バリー・ラ
シンさん、財団管理委員マリオ・セガール・デ・カマル
ゴさんもご出席になり、
ご講演をされました。
ラシン会長は
「BE THE INSPIRATION」
でした。
カマル
ゴ財団管理委員は
「世界でよいことをしよう」
でした。
この会は出席者の規制がありなかなか参加が叶いませ
んが、
皆さま方が地区内で活躍されて行くとその機会も
生まれてきます。
ロータリーでchallengeをしてください。

大阪大手前ＲＣ 大阪中之島ＲＣ
合同親睦ゴルフコンペ
11月18日日曜日、
アートレイクゴルフ倶楽部に
て開催致しました。当日は天候に恵まれ絶好の
ゴルフ日和となりました。
大阪大手前RCの岡田会長はじめ皆様ありがと
うございました。

高島 凱夫

sessionでは
「職業奉仕と日本人ロータリーの心」
「規定
審議会に向けて」
「若者を守ろう・危機管理」。特別講
演は、
理化学研究所 井上 愛一郎氏が
「スーパーコン
ピューター・京と若い人びと」
という講演がありました。
またTRF管理委員長 ロン・バートン氏が
「DDFの活用
促進」
のお願いがありました。
その前日19日にはメジャードナー顕彰午餐会並びに
アーチ・クランフ・ソサエティ入会式が行われました。
全国で4名の方々がAKS（2,500万円を財団に寄付を
した人）
に入会されました。D2660の若林PDGもその
一人です。

