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会長挨拶
会長

母子の健康月間

金森 市造

2021年4月8日
第1313回（本年度 第35回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「4つのテスト」
:
●卓話 健康維持とピラティス
担当：植屋 亨 会員
講師：PHIピラティスインストラクター
石堂 浩毅 様

次回 4/15 のお知らせ
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 悪魔の証明
満村 和宏 会員
ロータリー精神については、
ロータリー情報ハンドブック2017年版
472ページに下記の通り記されています。
真紅の薔薇は人生に活力を与え、固く握り締めた手は暖かさと真実
を伝える。
心臓は奉仕をするための旋律を刻み、行動と挑戦のために力強く脈
打つ。

正直な笑いはこだまとなって響き渡り、正直な活動
は喜びと化す。

幹事報告 (4/1)
2020-21年度第1312回（第34回例会）

幹事 村上 俊二

後に続く者のために、豊かな大地を残そう。
これらすべての事柄は、
ロータリーの目論見。
友人に奉仕することこそ、人間の真摯な努力。
利己の心を抑え、利他の心を育む。
語りかけはやさしく、文章は親切心に満ち溢れる。
真実の道からはいささかも外れることなく、奉仕に邁
進し、金銭を求めず。
隣人といさかいを起こさず、友を裏切らず。
これはすべてロータリーの努力、
ロータリーの望むと
ころ。
他人のために道を切り開き、最高の人生を作りだす。
「我が兄弟」
という言葉こそ、最も重要な意味を持つ。
真摯な努力を褒め称えるため、賞賛の言葉を投げか

幹事の村上です。幹事報告をいたします。
それではこれからの行事予定を申し上げます。
■4月1日（木）、本日の卓話は前田会員であります。

けよう。

前田会員よろしくお願いします。

友人の姿が見えなくなるまで、優しい言葉を投げか

尚、
午前11時30分より5月度役員会が開かれました。

け続けよう。
これがロータリーの精神、
これがロータリーの夢。
神よ、身元に近づくまで、
この営みを続かせ給え。
エドガーA.ゲスト デトロイト・ロータリークラブ

■4月8日
（木）、
この日の卓話は植屋会員です。植屋
会員ご準備よろしくお願いします。
例会終了後、社会青少年奉仕委員会により、大阪
市中央急病診療所にN95医療用マスクを寄贈す

これらを、習得する場が、毎週1回開催の例会である。

る為訪問します。

当クラブでは年間約45〜47回開催される例会の1

今回は地区補助金299、750円がおりましたので、

時間のうち、前半の30分は食事と親睦・会務に関す

同額を当クラブの拠出金としてプラスして合計

る時間であるが、毎回30分と言うことになるので年

599,500円分の医療用マスクを寄贈いたします。

間では22.5〜23.5時間おおむね約23時間となる。
し

参加者は金森会長、村上幹事、辻義光社会青少年

たがって、例会時間を無駄に費やしてはならない。例

奉仕委員長、栗山会員、高島会員の5名であります。

会開始を知らせる会長の叩く鐘の音は、遊び・談笑の
時間から、
ロータリーの神聖な時間への転換を示し
ている。
限られた時間配分を遂行するために、SAAは単に司
会進行役にとどまらず例会場の雰囲気を察しして業
務にあたらなければならない。例会運営に支障ある
ときは毅然と処理する。
後半の30分は、卓話の時間や、
クラブ業務遂行のた
めの諸会議に充てられる。
特に、会員自身の事業に関する卓話は、多くの会員に
とって与えられる最も素晴らしい特権で、競争相手の
存在のないことにより、心乱すことなく同業者に気を
遣うことなく気さくにどんなことでも話すこと事が出
来る。一業種一人という会員選考・職業分類委員会
が存在する所以である。
したがって、会員卓話当番の
時は、職業を代表して役目を務めることです。

■4月15日（木）、
この日の卓話は満村会員でありま
す。満村会員ご準備よろしくお願いします。
午前11時30分より第3回ノミニー理事会が開かれ
ます。
また例会終了後5月度理事会が開かれます。
■4月22日（木）、
この日の卓話は村橋会員でありま
す。村橋会員ご準備よろしくお願いします。
■4月29日（木）、
この日は昭和の日の祝日により休
会となります。
■5月1日
（土）、
この日は春のRYLAがオンラインにて
開催されます。時間は13時から18時まで、
ホストク
ラブは吹田ロータリークラブで配信場所は江坂の
サニーストーンホテルであります。

わたしの履歴書

前田 隆司 会員
一番下は2歳の女の子です。長女は京都岩倉、次女
は兵庫県猪名川町、3女は私の近く都島に住んでお
ります。今でも年一回は家族で登山しております。
昔は孫に
「頑張って歩け」
と叱咤激励していましたが、
今では
「爺、大丈夫・・?」
と言われることしばしばです。
仕事は建築関係の給排水設備・空調設備の年商10
億円程度の設備工事会社「前田商会」を経営してお
ります。
昔でいえば水道屋です。
管を扱うので
「管工事
業」
ともいわれます。
祖父の代から数えると今年で創業100年を迎えます。
金森会長の卓話方針はできるだけ、自身のことにつ
いて関係ある話をしてほしい、代理卓話は避けてほ
しいとの方針でしたので、私は私自身のことを話した
いと思います。特に数年前に入会された方は、私のこ
とをあまり知らないかと思いますので
「わたしの履歴
書」
という題目で、
自己紹介したいと思います。
「わたしの」
とひらがなで書いたのは、
日経新聞の最
後のページに著名人の方がひと月かけて掲載されて
いる自己紹介の記事の題名が、漢字の
「私の履歴書」
となっていますので著作権に引っかかって訴えられ
ては具合が悪いので、ひらがなで書きました。
またい
つまでたっても私に日経新聞から原稿依頼が来ませ
んので、中之島RCで発表することにしました。最後ま
でお付き合いお願いいたします。
生まれは昭和23年5月8日、今年5月で73歳になりま
す。大阪東区谷町で生を受け、市内の公立小・中学校
卒業後府立清水谷高校卒業、寄り道をして京都龍谷
大学に入学しました。
高校・大学では山岳部に入部、年間100日ぐらい山で
生活していたころもありました。北アルプスの剱岳や
穂高岳・また冬の岸壁登攀など経験し、卒業後は好
日山荘に勤務、大阪府山岳連盟からヒマラヤ・ダウラ
ギリ峰へ遠征する予定でした。
しかしちょっとしたトラ
ブルでヒマラヤ遠征はあきらめざるを得なくなり、代
わりに遠征隊に参加したメンバーが遭難死したこと
はなんとなく運の強さも感じたこともありました。
また山の専門雑誌
「岳人」
にも数回私の論文が掲載さ
れたこともあります。
今はその面影も全くありませんが。
家族は3人の娘に恵まれ、それぞれ家庭を持って11
人の孫がおります。一番年上は21歳の男子大学生、

私は、祖父・祖母・父の跡を継ぐ4代目の代表者とな
ります。昭和53年3月父を押しのけて30歳で社長に
なりました。
得意先は施主様直接発注と大阪の中堅建築会社、大
阪府・大阪市など官公庁です。役所の場合は建築工
事とは別途に直接発注される場合が多いです。
今は電子入札ですが、昔は談合をして仕事をとった
ものでした。地域の小中学校・公営住宅・警察関係な
ど公共施設に施工実績があります。今後の課題は娘
婿が会社におりますが、事業承継です。ダイレクト
メールでM＆Aの案内がしばしば入ります。
「面談しま
せんか」
と。
また仕事の関係で全国と大阪の同業組合
の役員や日本建築協会・防災協会などの役員もやら
されています。
ちなみに大阪府知事賞・国土交通大
臣表彰をいただいています。
趣味は登山以外に民謡・和太鼓です。大阪青年会議
所時代、友人から勧められて今に至っております。
太鼓は地域の
「櫻太鼓」
としてグループを組んで活動
しています。時々業界・地域などの記念行事があると
き出演の依頼があります。ただし私個人の太鼓の実
力については、近くの櫻宮小学校で毎週土曜日練習
していますが、
うまくなりません。下手の横好きそのも
のです。
しかし秋の運動会で小学六年生の組体操の
代わりに
「太鼓演奏」がプログラムに入ってから、子ど
もたちに教えるようになって、子供たちの成長が著し
いのに感動するようになりました。卒業年度の子供た
ちが一致団結して演奏する姿は本当に美しいです。
ロータリーの経歴は、1992年10月29日創立メン
バーとして入会、05-06年犬飼会長の下で幹事として、
中之島・台湾福齢・韓国天地3RCでWCS共同国際奉

した。尚、私の友人でもありますトラベルファイルの谷
川君はこの旅行から中之島メンバーを得意先として
います。
2011年3月東日本大震災発生、
その年7月直前会長
として福島県相馬市の原釜幼稚園へ台湾福齢RCヘ
ンリー氏・嶽下国際奉仕委員長とともに義捐金を届
けに行きました。仙台空港の様子は今でも忘れられ
ません。
2012年4月地区協議会実行委員長を務めました。
2013年3月、中之島RC20周年記念式典終了後、思う
ところありで退会。2017年3月早瀬・高島両会員の怖
いお誘いで再入会。翌年25周年記念事業に出席。現
仕事業を実施。
また3世代合同奉仕事業として天満

在に至っております。

天神繁盛亭への寄付なども行いました。

開催最後になりましたが、
もう一つの趣味である民謡

2010-11年度会長、幹事は西田会員にお願いしまし

を聴いていただいて、私の卓話の終わり、
とさせてい

た。10年9月中之島RCでは創立以来、初めての海外

ただきます。曲は地方相撲で唄われていた「相撲甚

旅行として親睦を兼ねた職業奉仕事業として、下岡

句」
です。東北地方の巡業を終えて千秋楽に唄われ

会員の協力を得て中国大連の工場見学を実施しま

ていたようです。

米山奨学生

米山奨学生 陳 玉芬

例えば、日本語を勉強し始めたきっかけはお爺ちゃ
んとお婆ちゃんであり、真剣にしっかり勉強したくて、
日本人と会話できるようになりたい理由は、高校二年
生の時、台北の龍山寺で無料で日本人の観光客に案
内したことです。
その時は初めて初心者で上手ではない日本語で学
校以外の場所で出会た日本人の方と話しました。本
当に一つか二つの簡単な単語で案内したけど、当時
案内した日本人の観光客から観光スポット及び案内
した時に使った日本語の文法についてたくさんコメ
ントをもらいました。
これで高校二年生のこの日本語の無料ガイドをきっ
皆様こんにちは、先週から就職活動を始めました。
こ

かけとして、自分も必ず流暢な日本語で日本人の方

れから毎週も学校の就職課に行くことを決めました。

と話せるようにさらに頑張って日本語を勉強していく

履歴書の成作もあと少しで完成します。自分の大学

ことを決めました。
もし今の私は高校二年生の私に

時代から今まで経験したことを振り返りながら、
自分

話したい言葉があれば、それは「この思いは正解で

のことをもう一回復習している感じはします。

す。
この通りに頑張っていってください。」
です。

今の私は今までの自分が色々な選択を決めて、毎日

本日をもって本年度が始まりまして、
これからの二年

の努力を重ねて成り立ったのです。その中で出会っ

度目も引き続きよろしくお願いいたします。

た物事について、私の人生の方向を変わらせらことと
関わっていることをこの最近気づきました。

安達会員の会社が新聞に掲載されました

4月1日のメニュー
先

付

帆立 北寄貝 うるい 菜種
煎り玉 嵐山和え 塩花

造 り

鮪山掛け 山独活

煮

物

鰻柳川 よもぎ麩 ささがき牛蒡
三つ葉 粉山椒

八

寸

小附 なめこみぞれ和え
厚焼玉子 たらの芽うに揚
海老真丈 花蓮根 鰆木の芽焼
わらび烏賊 鯛皮煎餅

酢味噌

外出し
台 物 和風ローストビーフサラダ巻
チャービル 青じそドレジュレ
食 事 蛸飯

香の物

留 椀 若竹吸い

大根

椎茸 とき玉子

tulations!
Congra
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ニコニコBOX

辻（一）
：桜が美しい、
コロナが怖い
元気で例会を楽しみましょう。
村上：前田会員の卓話、楽しみにしています。ニコニコ
辻（義）
：高島さん、バッジ有難うございます。
高島：4月になりました。
コロナが増えました。お気を
付けください。
吉田：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
嶽下：ニコニコ、春ですね！
！
下岡：ニコニコ

米山奨学委員会より早瀬会員が
米山功労者の表彰を受けました。

北村（讓）
：4月1日ニコニコ
コロナ厳しいですね。頑張りましょう！
前田：先週コロナ渦にもかかわらず、孫とジップライ
ンとカヌーに挑戦してきました。
植屋：4月1日より陳さんのカウンセラー担当です。
よ
ろしくお願いいたします。
小原：ニコニコ
上瀬：桜がきれいですね。ニコニコ

本日合計 : ￥36,000
計 : ￥975,924
累

●出席報告

▲お誕生日のお祝い：左より佐賀野 雅行会員・上山 英雄会員・
上瀬 匠会員・金森 市造会長

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

35名
7名
0名
28名
7名

出席率
3月11日の修正出席率

●本日のゲスト
米山奨学生

●メイクアップ
戸田 佳孝

▲結婚記念日のお祝い：左より吉田 了会員・栗山 博道会員・
安達 昌弘会員・金森 市造会長

3 月14日

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
1名

80.00 %
82.85 %
陳

玉芬 様

地区チーム研修
セミナー（オンライン）

戸田会員、テレビCM出演
4月から戸田会員がBS11にて自動で動く自転車のコ
マーシャルに出演されています。
Youtubeで公開され
ている動画はこちらのQRコードからどうぞ。

▲事業所設立記念のお祝い：左より佐賀野 雅行会員・満村 和宏会員・
村上 俊二会員・小林 俊統会員・金森 市造会長

