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月 間 テ ー マ（ 2月 ）
平和と紛争予防/紛争解決月間

会長挨拶
会長

金森 市造

2021年2月18日
第1306回（本年度 第28回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 日本力「茶の文化」
担当：北村 讓 会員
講師：茶道裏千家直門正教授／
大東中央RC会員 青田 宗朝 様

次回 2/25 のお知らせ
♬SONG 「それでこそロータリー」
:
●卓話 国際奉仕クラブフォーラム
高島 凱夫 会員

今月のロータリー特別月間は、
『平和構築と紛争予防月間』
です。嶽下
会長の年度からそれまでの、
『世界理解月間』
より名称変更がなされ
たのです。ロータリー情報ハンドブック2017年度版734ページに、
『2014年10月RI理事会は、2月を重点分野：
「平和と紛争予防/紛争
解決月間」
とした。紛争予防と仲裁に関する若者（将来にリーダーと
なることが望まれる人）
を対象とした研修の実施、紛争地域における
平和構築の支援、平和と紛争予防/紛争解決に関連した仕事に従事
することを目指す専門職人のための奨学金支援を強調する月間であ

る』
と記され、
この2月23日は、
『1905年2月23日は、
ロータリーの創始者ポール・ハりスが、友人3人と最
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幹事 村上 俊二

初に会合を持った日であり、
この2月23日を祝う記念
日は、
「世界理解と平和の日」
として順守されている。
この日、各クラブは、国際理解、友情、平和へのロータ
リーの献身を特に認め、強調しなければならない』
と
も記されています。
現実の世界では今月の強調月間テーマとは裏腹に、
今もあちこちで緊張感がただよう紛争が現実にあり
ます。一昔前いやもう二昔前になるでしょうか？アメリ
カ中心とした西欧諸国とソ連（現ロシア）を中心とし
た東欧諸国との冷戦時代、ケネディ大統領時代の
キューバ危機、
ブッシュ大統領時代の湾岸戦争など

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

大きなハードルを越えて来ましたが、未だに健全な

皆様ご承知のとおり例会はオンライン（zoom）を併

世界平和にほど遠い現実を私達は理解し、
あらゆる
垣根を乗り越えて共存共栄の社会実現に努力したい

用することで開催されています。今日のzoom参加予
定者は2名の予定であります。例会開催する以上コロ

ものです。

ナにかからないように感染対策を十分行いましよう。

とは申せ、
日々見聞するマスコミ報道には、愕然とす

それではこれからの行事予定を申し上げます。

る事象の多さに驚き以外何も出来ないむなしさに心

■2月4日
（木）、本日の卓話は上山会員となっていま

苦しいばかりです。
そんなことを思うにつけ、人間という動物の不思議を
再認識しています。
即ち、感情的な動きや欲による言動については、良
い方向に向上・進化するどころか？むしる年々陰湿に
なり、手口・手段が巧妙に進歩・進化して悪化する
『い
たちごっこ！』
の体を感じずにいられません。
毎号
『ロータリーの友』
6ページに記載されている
『ロー
タリーとは』
の文面中にあるポール・ハリスが『ロータ
リー』
を創始した115年前の社会となんら変わらない
社会と思うのは私一人ではないと確信しています。
だから、
『4つのテスト』
の意義をよく理解して、胸につ
ける
『徽章』の重み維持に務めることが大切です。一
人一人の行いが社会に光明となり、やがて、今月の
ロータリー月間『平和構築と紛争予防月間』
の意義に
貢献することと思います。
コロナ禍で、いろんなことが足止めを食らって
「その
事業をやめる！・やめない！」
という議論がなされてい
ますが考えを変えて、
『 その事業をどうすれば出来

す。上山会員よろしくお願いします。
例会終了後クラブ戦略計画委員会が寿の間で開
かれます。委員の方々ご出席よろしくお願いします。
■2月11日
（木）、
クラブ定款により休会となっており
ます。
■2月16日
（火）、第4回IМ6組・会長幹事会（六輪会）
がオンライン併用にて18時30分から開催されます。
■2月18日（木）、
この日の卓話は北村讓会員となっ
ています。北村讓会員ご準備よろしくお願いします。
また、次年度の第1回ノミニー理事会が11時半よ
り開催されます。
例会終了後第9回3月度理事会が開かれます。会
場はサファイヤルームを予定しています。
■2月25日（木）、
この日は国際奉仕委員会のクラブ
フォーラムがあります。高島委員長ご準備よろしく
お願いします。
■3月4日
（木）、
この日はガバナー補佐訪問日であり
ます。

る！』
という前向きな議論をしたいものです。私は、5

11時半より第10回4月度役員会が例会前にて開

大奉仕活動という名の下に今まで多岐にわたり行わ

かれます。

れてきた各部門の諸活動を見直す良い機会と思い

またこの日の卓話は山本会員となっております。山

ます。特にクラブ奉仕活動以外の4大奉仕活動につ
いては、年々肥大化した事業の見直しをする良い機
会と思います。すべては、原点に返ることからはじめ
る機会になる英断の時です。

本会員ご準備よろしくお願いします。
例会終了後第3回クラブ協議会が開かれます。各
委員長の皆さんご準備よろしくお願いします。

私のタコ部屋脱出の顛末と大阪検定

上山 英雄 会員
近くにタコ焼き屋さんがありましたが、3個5円のたこ
焼きが買えません。
たまに小遣いが手に入って5円を
握りしめて買いに行くと、おばちゃんが1個余計に入
れてくれて、涙が出るほど嬉しかったことを今でも覚
えています。
それでも母は、
テストでたまに100点を取った時には、
小遣いをくれました。
その小遣い欲しさに100点を取
ろうと小学生、中学生のときは一生懸命に頑張りまし
た。
これがバネとなって天王寺高校に入れました。
そ
の勢いで京都大学にはいれたように思います。
今から思えば、母の愛情だったのかもしれません。
今回、私は初めての卓話をするにあたり、11月26日
の北口会員の卓話が大変参考になりました。
と言い
ますのは北口会員の生き方のすざまじさ、懸命に生
きる姿が素晴らしかったことです。
これには感動を覚
えました。なぜ感動を覚えたか？それは彼の真実の
姿だったからです。今までの私はロータリーの精神か
ら1番遠かったかもしれません。なぜなら私は自己中
心的だったからです。

大学に入ってからは、
自分で小遣いを稼がなければ
なりません。当初、家庭教師をしていたのですが、あ
る時ひらめきました。
「塾」
をやったらもっと儲かるの
ではとひらめきました。それも、京大生が教える塾を
開こうと考え、京大の友人声をかけ、
自宅で塾を始め
ました。
これが当たりました。
おかげで、
自宅は毎晩子
供であふれていました。
このころは母に小遣いをあげ
ていました。

今日の卓話も、私の自己中の厚かましさと瞬間湯沸
かし器のような行動でご迷惑をおかけした方がたくさ
んおられ、
今は恥じ入るばかりですし、
感謝しています。

父に
「ヒーロー」
をめざせと言われていたこともあり、
こ
の大学生の間に何かしようと思いました。
「ヒーロー」
には華々しく活躍するという意味があるのを発見し、
自分のできることの限界を目指そうと思いました。

では、私の卓話をはじめさせていただきます。今日の
話はすべて真実です。

そこで地球を一周してみようと思いました。

2年前に入会した時に会社に入ってからの私の略歴
を話させていただきましたが、今回はロータリーでの
初めての卓話ですので、子供、学生時代の話と大阪
検定をさせていただきたいと思います。
私の名前は、上山英雄です。
「英雄」
と書いてヒデオと
読みます。
父は現役時代には大学の英語教師をしていました。
病弱で、仕事を休みがちだった父が97歳で亡くなり
ました。病気と寿命は違いますね。
その父に子供のこ
ろ、
なんで
「英雄」
と言う名前を付けたのかと聞いたこ
とがあります。
そのとき、
「ヒーロー」にはなれんでも、
「ヒーロー」
を目指せということだったのだと思います。
そのことがよくわからず、単にヒーローをめざして
チャレンジすることやいうぐらいに思っていました。
父は一応公務員でしたので生活に困ることはありま
せんでしたが、母は、普段は私にはかなりケチで厳し
い人でした。小学生・中学生の私には全く小遣いがあ
りません。

あちこちに行きました。大いなる好奇心です。
アメリカ
はじめ、
ロシア、
ヨーロッパ、
アフリカにも行きました。
5か月ぐらいかかりました。
おかげで、1年余計に大学
にいてました。
スペインのタニファからジブラルタル海峡を渡って
モロッコのタンジェに行きローリングストーンで有名
なマラケッシュという奥地の町まで、足を延ばしまし
た。近くのサハラ砂漠でその頃日本ではやっていた
「カスバの女」
を歌っていました。
更に好奇心旺盛なわたしは、NHKの「素人のど自慢」
にこの
「カスバの女」
の歌で予選に出場しました。
しか
し、
あえなく予選落ちでした。
好奇心旺盛で雑学でいろんな知識を集めました。そ
れを使うクイズが得意でした。
どちらかというと、吉本
興業の
「宇治原さん」
の先駆けだったかもしれません。
ある時、小泉博さんが司会をされていた
「クイズグラ
ンプリ」
に挑戦し、地区予選を通過して、面接にも通り
テレビにも出場しました。
その時に想像を絶するクイ
ズマニアの人が出場していて、いくつか回答の分

かった時も先に押されて1問も答えられずに敗退しま
した。東京まで収録に行って、電車賃はもらいました
が、悔しい思いをしたのを今でも覚えています。
学生時代、留年をいいことにいろいろやっていました
が、
これが私の人生の頂点であったかもしれません。
近鉄に入社しましたのは、入社試験を受けた時、人事
の人からこっそり京大卒で入ったら、部長にはなれま
すし、いままでは関連会社がたくさんあるから子会社
の役員にはなれますよとささやかれたからです。
これ
はわたしにとって最高の会社だと思いました。
入社してみると、古い電鉄会社です。役所みたいです。
会社の風土は、出る杭は打たれるの風土で、
めだって
仕事をする人がいない世界でした。
また、仕事をして
ミスをすれば減点となり、昇進に影響が出る風潮でし
た。
しかし、私はこの風土にすっかり溶け込みました。
年功序列で学歴主義なのだから、京大卒なのだから
仕事をしなくても上にあげてくれるという、大変間
違った考え方をしていました。
もちろん全員がそうで
はありません。
なかには、不動産鑑定士の講師をされ
ていた村上さんのようにバリバリ仕事をする人も何
人かはいました。
入社早々、近鉄不動産に出向して、不動産鑑定士の
受験をさせてもらい、運よく合格しました。
これで一安
心と思いました。入社当時、市街地開発部という部門
に配属され毎日上司から怒られていました。その反
動からか興味のない仕事はせずに、マージャンとゴ
ルフに明け暮れていました。毎年21日ある年休を30
年間すべて使い切ったサラリーマンはそれほど多く
ありません。子供は母子家庭かというし、家内は周り
の人から、
ゴルフ未亡人、マージャンウイドウと言わ
れていたようです。
こんな生活をしていた、平成14年にリストラの嵐が
やってきました。
そのころ拓銀とか山一が倒産しまし
たね。そのとき、私は近鉄不動産の子会社の近鉄ビ
ルサービスに所属していました。
忘れもしません、平成14年9月20日突然私は地獄の
タコ部屋に放り込まれました。そこは狭い部屋で、窓
もなく、電話もなく、机もなく、テーブルのみで、社長
が、時々見回りに来る最悪の場所でした。周りをみる
と、阪大卒、京大卒などの一流大学の出身者であふ
れていました。私も含め、近鉄の同じ風土病にかかっ
た人たちでしょう。
このタコ部屋入ってしまうと、やめるしか仕方がない
世界です。私は、
これは大変なところに入ったと家内
と毎日泣いていました。
しかし、ある日突然ひらめき
ました。
そうだ、流通鑑定本部の部長をされていた村
上さんにここからの脱出を頼んでみようと思いました。

なんの根拠もありません。最初から土台無理な話で
す。
しかし、訪ねてみました。
村上さんも部長、私も部長です。
その部長がよその会
社の人事、
しかもリストラ人事にいちゃもんをつける
などもってのほか、おそらく、近畿日本鉄道の社長の
承認がないと、
これを覆すことは不可能なことは明白
でした。
でも私は、流通鑑定本部の統括部長をされていた村
上さんなら、当時極秘に近鉄不動産の社長と2人で
近鉄グループ全体の不良債権処理を一手にまかさ
れていたことを内々知っていました。近鉄不動産の社
長は近鉄全体の不動産グループのトップでもあり、近
畿日本鉄道の専務もされていました。
もし私の声が村上さんを通じて、近鉄不動産の社長
や近畿日本鉄道の社長の耳に入り
「上山をリストラ
のタコ部屋から出してやれ」
ということにならんかな
と夢のように思っていました。
私は瞬間湯沸かし器です。思ったことはすぐに実行
に移す「へき」があり、迷惑でしょうけれど、村上さん
のところへ日参しました。
しかし、当時村上さんは東
京、名古屋とグループ企業各社を回って、1週間に1
日ぐらいしか席におられませんでした。
でも、机の上
に名刺をおき、名刺の裏に私の窮状を訴えました。
10月に入り、
たまたま村上さんが席におられましたが、
開口一番「それは、無理やで」
と言われました。
そりゃ
あそうです。
しかし、
そこで諦めたら、私の一巻の終わりです。京大
を卒業したことも、不動産鑑定士の資格を取ったこと
も、一瞬にして終わってしまいます。なんとか復帰で
きるようにウソ泣きして訴えました。
そして、
もしうまく
いけば毎年11月20日ごろある、定例の近鉄の管理
職の人事異動で異動となればと期待していました。
一縷の望みでしたが、やっぱり駄目でした。
まわりの
リストラメンバーも期待していたようですが望みを絶
たれて、一人去り、二人去り11月末には14人が8人に
減っていました。
それでも、私はめげずに12月に入っ
て、村上さんに
「何とかお願いします」
と藁にも縋るお
もいいでウソ泣きをして、話を聞いてもらいました。
「まあ努力はしてみよう。
しかし期待はするな」
と言わ
れました。
しばらくして、村上さんから話がありました。今近鉄の
要請で、あるビルの売却を進めているが、収益価格
が低すぎる。現状のビルの空室が多く入居率が悪す
ぎてビルの収益価格が低くて希望の価格に届かない。
そこで7年間のデータをとると、上山部長がテナント
営業部長をしていたときのほうが、現在のテナント営
業部長の入居率が高いというデータがある。村上さ

んはビルを高く売却するためには、収益価格を高くす
る必要があり、場合によってはテナント営業部長の入
れ替えも検討すべきと言っておられました。
一瞬私に光が走りました。
このことは近鉄不動産の社
長には話してある。あとはお前の運しだいやといわ
れました。
そして、近鉄不動産の社長と近畿日本鉄道
の社長がビルの売却についてどういう判断をされる
かにかかっている。そう言っていただき、無理な話で
とうてい無理だと思われることが、村上さんが、上山
のために努力していただいていると思い、本当に泣
いてしまいました。
しかし、何が起こったのでしょう、12月20日に急に近
鉄不動産の社長に呼びだされました。一瞬ピンとき
て村上さんが出したデータの裏付けだと思いました。
私も、必死に、私にテナント営業部長をさせていただ
けるなら、半年で入居率を前の91％よりも上回りま
す。任せてくださいと大口をたたきました。
もう必死で
す。一瞬の光明です。すぐに社長室に村上さんが入っ
てこられ、不動産の社長から上山が大口たたいてい
るけどどう思うと村上さんにきかれました。
「社長、現
在のテナント営業部長は言い訳ばかりで改善が期待
できないので、6か月上山君にやらせてみて、
もし、前
の91％より入居率はあがれば、
そのまま復帰させる。
6か月で回復ができなければ、
もとのタコ部屋に戻せ
ばいいのでは」
と言われました。
その結果、
もとのテナ
ント営業部長として返り咲きました。
大きな
「チャンス」
をもらいました。結果、今までになく、
まさに6か月間死に物狂いでやったため、
テナントの
入居率は以前の88％ではなく、私のころの91％を上
回り、95％とよい結果がでて面目を施しました。そし
て、
ビルも高く売却されたと聞きました。結果、
タコ部
屋に14名いましたが、私だけ一人脱出できました。
これが、
ロータリーに入会したときの自己紹介の時に
詳しくお話ししますと言っていた、聞くも涙の物語の
顛末です。
よく考えると、入社してしたことと言えば、麻雀とゴル
フと不動産鑑定士の資格を取ったこと以外にはあま
りありません。
ただ、
この資格はあったものの、全く実
務能力のないペイパードライバーでした。やっぱり、
手に職がなければ、
またタコ部屋に放り込まれると思
い、あつかましくも、翌年取締役流通鑑定本部長に
なっておられた村上さんに鑑定の仕事をさせてほし
いと頼みました。たまたま、鑑定部門に1名欠員が
あったため、鑑定のしごとをすることができました。私
はラッキーで生きているのみです。近鉄不動産の社
長に発令の時、せっかくのその資格を活かせと社長
に言っていただきました。それから、仕事を覚え、基

礎からパソコンも習い、
自分で仕事できるまで7年か
かりました。
60歳で退職した時、
この仕事を退職後もできたらい
いなと思いました。すでに、村上さんが先に退職して
おられて、
マンション管理や仲介の会社をやっておら
れ、同時に不動産鑑定事務所も作っておられました
ので、
これまた幸運にも一緒に働くことが出来ました。
もう一つ特筆すべきは鑑定士の福田忠博先生、弁護
士の満村先生にはひとかたならぬお世話になり、今
なお、
お目にかけていただいて、
これも望外の喜びで
あります。
それ以降、私が不動産鑑定の仕事を本格的に初めて
20年になります。主に、国、県、税務署等の公的評価
を中心にやっています。
先週の新聞に、国税庁が路線価の減額修正をすると
いう記事が出ました。年度の途中で減額修正すると
いうのは昭和30年にこの制度が出来て初めてのこと
です。今までしたことがありません。
路線価というのは、主要道路に面して、1㎡あたりの
土地の評価額のことです。相続税や贈与税の算定の
時に使われます。
何が問題かと言うと、地価下落が20％を超えたかど
うかが基準です。今回は0.96の補正をするもので、越
えた昨年の7月から9月の路線価の補正をしました。
もともと、路線価は地価の80％ぐらいの水準に設定
されています。
このため地価が20％以上下落すると、
路線価をもとに税金を算定する人には不利となるの
で、今回の処置がなされたようです。
今回の対象は、
ミナミの心斎橋2丁目、宗右衛門町、
道頓堀1丁目の3地域であります。
ミナミはインバウン
ドのおかげで地価の値上がりがおおきくて、その反
動で下落が20％を超えて下落したということです。
去年の村上さんの卓話で、
ミナミの地区の最高の上
昇率でありました路線価の心斎橋2丁目「戎橋ビル」
の2,152万円が2,065万円に減額修正されています。
これは局地的によくわかる話でして、全国的には
20％を超えて下がるということが今回の地価公示で
も出てくると、全国の各地にも及んでくると思います。
今年の路線価を良く注目してください。
そろそろ予定終了の時間がきましたので大阪検定の
話もと思っていたのですが、次回機会があればその
時にと思います。
以上で私の卓話を終了します。

2

4

ニコニコBOX

辻（一）
：寒さが厳しいですね。高齢者は団結して頑張
りましょう！
村上：上山会員、本日の卓話楽しみにしています。
戸田：上山さんの卓話楽しみにしています。
辻（義）
：ニコニコ
吉田：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
嶽下：ニコニコ
下岡：ニコニコ
▲お誕生日のお祝い：左より村橋 義晃会員・安達 昌弘会員・金森 市造会長

北村（讓）
：1月も無事終わりました。皆さん健康で！
！
前田：いつも朝大阪城を散歩するのですが、2月に
入ったら毎朝会う女性とパッと会わなくなりま
した。
どうしたんでしょうか？
上山：はじめての卓話です。緊張しています。
植屋：バレンタインで入会2年になりました。皆様に感
謝いたします。
村橋：誕生日祝いのフルーツをいただき、有難うござ
いました。

本日合計 : ￥46,000

▲結婚記念日のお祝い：左より辻 義光会員・杉村 雅之会員・金森 市造会長

tulations!
Congra

早瀬会員が米山奨学委員会より
「第63回米山功労者」の表彰を受けました。

累

●出席報告

計 : ￥667,000

会員数
35名
名誉会員数
7名
免除会員
0名
出席者
27名
（リモート参加1名）
欠席者
8名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

出席率

77.14 %

0名
0名
0名
0名

2月4日のメニュー

・カレー風味のクロケット、鯛のエスカベッシュ
スモークサーモンカナッペ仕立て
戸田会員・檜皮会員・村橋会員・高島会員が
地区より委嘱状を受けました。

・牛ロース肉のロースト 温野菜 オニオンビネガーソース
・サラダ、
コーヒー、
パン

