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経済と地域社会の発展月間・米山月間
月間テーマ（10月）

第1263回（本年度 第13回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 10/10 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
■北村ガバナー補佐 訪問日
　懇談会 11：30～　寿の間
●卓話　米山月間に因んで
　担当：山本 肇 米山担当
　講師：地区米山委員会 副委員長

生駒 伸夫 様
■第2回クラブ協議会
　13：30～14：00　例会場

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　社会・青少年月間

クラブフォーラム
　　　　犯罪者の更正とその後の人生
　担当：井本 万尋 委員長
　講師：甲南大学 教授　園田 寿 様

本日、16時30分から、開明中学校において、外国人留学生による弁
論大会に、審査委員として呼ばれていますので行ってきます。又、報
告させていただきます。

ところで、10月12日、再来週の土曜日は、三世代、すなわち、大阪天
満、大阪大手前と当クラブでの合同奉仕事業があります。大阪天満
RCの企画で、大阪市立児童院の子供たち25名を、校外学習の一環と



してクルーズ船を貸し切り日本一大きい琵琶湖に出
て、触れて、体験し水環境・歴史・文化を学び、クルー
ズ船では食事を楽しんでもらうという企画です。

上記児童院は家庭、近隣、小学校等で、「気がかりな
行動」を示す子供たちとその家族へ専門的な治療・
指導を行い、子供たちはこの施設に通いながら、又
は、家庭に代わる子供たちの家で生活しながら苦し
い悩みの状態を改善できるよう心の養育を行ってい
る施設です。

このような施設の子供たちにとって、本件のような課
外学習は、大きな息抜きとなるのみならず、健やかな
成長の一助になるのではないでしょうか。

その意味で、本件合同奉仕企画は、非常に有意義な
ものであります。

しかしながら、本事業への当クラブへの参加者予定
者は、わずか6名であります。本件事業は合同奉仕事
業であり、当クラブも本件事業の主催者なのですか
ら、多くの会員が積極的にすべきものと考えます。

予定の開いている方は、できるだけ参加していただ
けるよう、よろしくお願いします。せめて、10名台にし
てください。

■本日の卓話は佐賀野会員の担当です。

　尚、本日は午後4時30分より午後6時まで開明中
学校・高校の6階ホールにおきまして日本語スピー
チコンテストが開催されますので是非ご出席をお
願い致します。

■今週の28日（土）よりガバナー杯野球大会がス
タートします。

2019-20年度第1262回（第12回例会）
幹事報告 (9/26)

幹事  安達 昌弘

　約1か月半に渡り2660地区の13クラブが熱戦を
繰り広げることになります。
　我が中之島チームの応援をお願い致します。

■10月3日（木）は米山月間の為、地区米山奨学委員
会の卓話を予定しています。

　例会後は北村ガバナー補佐をお迎えしての第2回
クラブ協議会が開催されます。

■10月10日（木）は社会青少年奉仕委員会フォーラ
ムです。
　「犯罪者の更生とその後の人生」という内容で甲南
大学の園田教授の講演を予定しております。

■10月12日（土）は三世代合同奉仕事業の日です。
　本年度のホストクラブは天満橋RCで、天満橋RCが
ずっと支援されている大阪市立児童院の子供達を
琵琶湖の遊覧船に乗せてあげて昼ご飯を食べて
もらおうという企画です。
　9時30分にヒルトンホテル出発です。
　ところが、今のところ中之島からの参加者は6名で
あります。

■10月17日はガバナー訪問日です。
　四宮ガバナーが見えられます。

　尚、この日の例会にて次年度理事役員の候補者の
発表を予定しております。

■10月の最終週は創立27周年記念例会です。
　この日は夜例会になっており、台北福齢RCからも5
名のお客様が来られることになっています。
　全員参加が基本ですので、よろしくお願い致します。

■今後の卓話予定者と予定日です。

　　11月21日（木）　杉村会員
　　　　 28日（木）　高島会員
　　12月 5 日（木）　嶽下会員

　今年の卓話予定は以上です。



ライトミール
くるみ豆腐　ちらし寿司　赤出汁　コーヒー

本日のメニュー

まず不動産物件について、大阪は万博開催とIR誘致
の期待から、物件価格は上昇しておりますが、オリン
ピックが終われば価格が下落していくと予想されて
おります。

銀行の融資の締め付けが始まると不動産価格は比
例して下落します。現在、不動産価格は現状維持の
状態です。不動産価格は、上がったものは必ず下がり、
下がったものは上がるという法則を、バブル崩壊時よ
り繰り返しております。特に日本は島国で土地に限り
があるため、その傾向が非常に強いのです。

今は海外からの買い付けも増加しているため、価格
は維持しておりますが、一度下がりだすと一気に下落
する傾向にあります。

弊社は、昨年から今年にかけ本社ビルも売却し、自社
保有物件もすべて売却しました。

今後、不動産の購入をお考えであれば、絶対的な条
件として駅から徒歩7分未満、築10年以内の物件に
限ります。会員数全国ナンバー1の不動産協会で昨
今の最も大きな課題は、空室をいかに活用するかと
いうことです。弊社も同様、管理物件の空室対策には、
社内一丸となり全力を挙げ取り組んでおります。

次に、わたしが不動産業以外で真剣に取り組んだミ
ミズの養殖事業についてお話します。

きっかけは、出資した相手がミミズの事業に行き詰ま
り、わたしが受け継ぐ形となり事業を始めました。最
初は300坪の土地にミミズを10キロ入れ養殖を始め
ました。ところが数日でミミズは全滅。さらに20キロ
足したが全滅。その後足すたびに全滅‥。途方に暮

れていたある日、近所のおじさんがやってきて「兄
ちゃん、そんなやり方ではミミズは育たん」と言われ
ました。

バーク堆肥を入れないとミミズは育たない、竹炭を
入れないとミミズは寄ってこない、水が充分でないと
ミミズが滞留しない。要は土の質が最も重要だった
のです。そのおじさんの教え通りに土を作ると、ミミズ
は増え始めました。

そこでわたしは、本格的な事業の展開を考えはじめ、
2,500坪の土地を借り、移転。やがて、その場所では
一日当たり生ごみ一トンの処理ができるまで、ミミズ
の養殖に成功しました。

これでうまくいくと確信した矢先、新たな試練が勃発。
県の行政より、不法投棄と注意勧告され、すぐさま撤
去命令が下されました。もう駄目だと思っていたとこ
ろ、以前知人に勧められ応募していた全国環境コン
クールに運よく入賞。環境大臣賞と優秀賞を獲得し、
それを知った行政が手のひらを返したように撤去命
令を撤回。その後、県知事賞をいただき、その場所を
ミミズ研究所と認定されました。

数年活動したが、事業に結びつけることができず、県
に惜しまれつつも廃業。

以後、不動産一筋で頑張っております。

私の不動産業

佐賀野 雅行 会員



Congratulations!

当クラブが、前年度の功績に対し、
ロータリー賞の「プラチナ賞」を授賞いたしました。

クラブインターアクト担当  檜皮 悦子

9月26日（木）の16：30～20：00、開明中学校・高等
学校において留学生スピーチコンテストが大阪東
ロータリークラブ主催で開催されました。

この事業は大阪東ロータリークラブが長年実施され
ておられるコンテストで、今回はインターアクトの共
同提唱クラブとして生徒さんにも参加し、留学生たち
の外国語取得の素晴らしさを共に共感して頂くのが
コンテストの趣旨です。インターアクト生徒会代表に
も審査員をお願いし、大阪中之島ロータリークラブ木
村会長、檜皮も審査させて頂きました。

日本語はひらかな、カタカナ、漢字と3つのキャラク
ターがあり、彼らが日本語の言語環境で生活してい

留学生による日本語スピーチコンテスト
るものの、留学生たちが取り組むのは難しい言語で
あると思います。それにも拘らず更に充実した内容を
含んだspeechには驚かされました。また、インターア
クトの生徒たちも彼らが直面している第一外国語（主
に英語）、第二外国語取得に大いに励みになると思
います。

コンテスト会場を離れ懇親会では海外研修をご一緒
しました生徒を含め楽しい一時を過ごさせていただ
きました。

文末ですが、このような素晴らしい機会を頂き又、ご
準備して頂きました大阪東ロータリークラブ青少年
奉仕委員会の皆様に感謝しております。



野球同好会 監督  安達 昌弘

9月28日（土）から始まった今年度のガバナー杯野球
大会ですが、中之島チームはその開幕戦である対帝
塚山RCとの試合で負けてしまいました。

せっかくの素晴らしいグラウンドでしたが、一人も怪

開幕戦で敗北！
我出来ないと言うぎりぎりの状況の中、精一杯力を
出し切りましたが追撃及ばず、11-8の敗戦でした。

後の5試合を全勝すれば優勝出来るので、それを目
指します。



ニコニコBOX26
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●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 1名
名誉会員数 5名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 11名

出席率 68.57 %
9月5日の修正出席率 94.28 %

●メイクアップ
辻　 一夫   9 月12日 親睦委員会

木村：佐賀野さん、卓話宜しくお願いします。

下岡：ニコニコ、明日よりマレーシアに行きます。

吉田：ニコニコ

山本：佐賀野さん、卓話楽しみです。

前田：本日は大手前病院から来ました。現在入院中、
本日は早退です。

村上：秋葉あれですね。ニコニコ

栗山：ニコニコ

本日合計 : ￥16,000
累　計 : ￥370,000

●本日のビジター
大阪南RC 上山 圭司 様

本日のソング委員  上瀬 匠会員

●誕生日
井本 万尋 ［23日］

満村 和宏 ［29日］

●事業所設立記念
高島 凱夫
　京橋耳鼻咽喉科 ［平成  1 年］

杉村 雅之
　有限会社テックビルワークス ［平成  7 年］

植屋 　亨
　ケースリーコンサルティング株式会社 ［平成23年］

●結婚記念日
金森 市造 ［  2 日］

北口 竜輔 ［  7 日］

嶽下 勇治 ［17日］

満村 和宏 ［19日］

上山 英雄 ［22日］

梅原 一樹 ［27日］

Congratulations!10月のお祝い10月のお祝い

小林会員と北口会員が野球部に入部されました


