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皆様、こんにちは！

先週の三世代クラブ合同懇親例会、久しぶりに楽しく開催できました
事ありがとうございました。

話は変わりますが、ウクライナとロシアがトルコの仲立ちで停戦協議
がスタートしたようです。しかし、ロシアの攻撃は収まっていないみた
いですね。プーチンの腹が読めないだけに先行きが厳しい状況です
ね。そして、コロナの感染状況もリバウンドの感がありますので、お互
い気を緩めず注意しましょう。

会長挨拶
会長　北村 讓

本日のプログラム
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　国際奉仕クラブフォーラム
　植屋 亨 委員長

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　ロータリーの目的について
　福田 忠博 会員

次回 4/14 のお知らせ

母子の健康月間
月間テーマ（4月）

2022年4月7日
第1340回（本年度 第24回）例会

（ 3月31日）



ウクライナ支援の依頼が地区からきております。クラ
ブからは支援金を5万円しましたが、法人企業、個人
もロータリー財団の方へ寄付のお願いが来ています。
これは確定申告してもらえば控除を受けることがで
きます。多くの皆様の支援をお願いします。

次にIM6組ロータリーデーの案内が大阪天王寺RC
から来ております。5月21日（土）13時30分～17時、
四天王寺中学校・高等学校「和光館」です。全員登録
です。皆様の出席お願いします。

先日19日㈯14時～16時、開明中学校・高等学校で
英語のスピーチコンテストが行われました。生徒のス
ピーチ内容、英語力は素晴らしかったです。大阪中之
島と大阪東がインターアクトクラブを共同提唱してい
ますが、スピーチコンテスト表彰式において表彰状
の記載の名前が大阪東の名前だけになっていました。
それ以外も少し問題がありましたが、次年度はその
ようなことがない様に事前の打ち合わせをお願いし
ました。又、後の合同委員会においても檜皮委員長
がしっかり打ち合わせをしてくれましたので、栗山会
長エレクトは安心して下さい。

本日の卓話時間に新入会員の清水さん、新さんの自
己紹介卓話あります。宜しくお願いします。

それでは今日も例会を楽しみましょう！

ご清聴ありがとうございました。

2021-22年度第1339回（第23回例会）
幹事報告 (3/31)

幹事  嶽下 勇治

（3月の行事予定）

■3月31日（木）、本日は新入会員の自己紹介となっ
ています。

　清水会員と新会員よろしくお願いします。

（4月の行事予定）
4月は、母子の健康月間となっています。

■4月7日（木）、国際奉仕委員会のクラブフォーラム
　植屋委員長よろしくおねがいします。
　16：00から新規米山奨学生の「オリエンテーショ
ン」が予定されています。村木会員よろしくお願い

します。なお、新しい奨学生は「劉珮君（リュウペイ
ジョン）」台湾女性、立命館大学（茨木）1年間

■4月9日（土）、地区研修・協議会（大阪国際会議場）

■4月14日（木）、福田会員の卓話となります。よろし
くお願いします。

■4月21日（木）、早瀬会員の卓話です。よろしくお願
いします。

■4月28日（木）は休会となります。
　お間違いのないようによろしくお願いします。

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より米山功労者の
表彰を受けました。

村木会員が米山奨学委員会より2022-23年度の
米山奨学生カウンセラーの委嘱状を受けました。

藤本会員と植屋会員が米山奨学委員会より2021-
22年度の米山奨学生カウンセラーの感謝状を受けました。



清水 博之 会員

皆さん、こんにちは。只今ご紹介して頂きました清水
博之と申します。私は兵庫県尼崎市でSEAVAC株式
会社の代表取締役社長をさせて頂いております。宜
しくお願い致します。自己紹介をさせて頂きます。

尼崎市の本社の隣が私の実家で、生まれた時から小
学校まではその実家で育ちました。中学校からは父
親の意向で兵庫県三田市にある三田学園というとこ
ろで親元を離れ、中学校高校の6年間、男子校の寮
にいました。中一で寮に入ると、高校2年、3年の先輩
がいて、大人と子供でした。そんなところに6年間もい
ました。今と違って、先輩の説教や折檻がありました
し、寮監の先生がいて、その先生は柔道部の監督、野
球部の部長で、夜中に酔っぱらって帰ってきては寮
生を呼び出して、「お前らなっとらん」と夜中12時に
竹刀をもって現れて、寮長だった高2の私は代表でそ
の竹刀で頭を叩かれるのですが、寮監が頭を当てて
くれればいいのですが、酔っぱらっているので耳を叩
かれるので痛くて、その当時は嫌だなあと思っていま
した。しかし、今となったてはいい思い出で、笑い話
になっています。私の紹介者の井本君はその辺のこ
とをよく知っています。

井本会員とは高校から一緒で、3年間同級生で、寮に
も入ったので、同じ高校、同じ寮生、なぜか彼がテニ
ス部に入ってきて、私もテニス部だったので、同じ部
活、尚且つダブルスのパートナーでもあるという、そ
の時から今思えば腐れ縁みたいなもので、同じ釜の
飯食った仲間で、学生のころから古い付き合いで長
いのは彼一人です。

私は男子校の寮で6年間を過ごしたので、若かったこ

ともあり、抑制された日々をすごしていました。高校卒
業後、私は18歳～26歳までの8年間、アメリカのアイ
オワ州というところに行くことになります。8年間です
から、いろんな方に修士を取られたのですか？　博
士を取られたのですか？と聞かれるのですが、普通
に4年の大学を8年かけて卒業しました。最初の2年
間はアイオワ州立大学（The University of Iowa）が
用意しているESL（外国人の為の英語学校）で英語を
勉強して、同大学か違い大学へ行くことになります。
私は違う大学に行きました。私は大学での寮生活を
楽しみました。この場所では言えないこともたくさん
あるんですが、それは別で。

私はセントラルカレッジ（The Central University of 
Iowa）に行くのですが、Pellaというアイオワ州の小さ
な田舎町ですが、アメリカでは有名な窓会社Pella 
Windowの本社があります。私の大学はそんな小さ
な田舎町にありました。

普通、人は大学を4年で卒業しますが、私は大学が好
きなのか嫌いなのかわかりませんが、足掛け6年か
けて大学を卒業しました。なぜかというと、学生時代
からやっているテニスを大学のチームに入っていま
した。信じてはもらえないですが、今よりも15kg程痩
せていて、一応No.2でプレイしていました。テニス部
としての試合のシーズンは一生懸命やっていました
が、外国人の為、英語がネックで、勉強にはかなりの
ハンデがありました。練習や遠征の練習試合の為、勉
強が遅れていくことがありました。テニスのシーズン
は必ず単位を落としていました。親にはもうしわけな
いことをしたと思います。それだけ出来の悪い学生で
した。実際、それによって、卒業単位数180単位で、4
年時で150単位を取っていなければならなかったの
に、146単位しか取れていなかった私はたった4単位
足りなくて停学になりました。　

一応、停学は普通戻って来れるのですが、私の大学
は戻ってきても大丈夫いうことを立証しなければ戻
れません。よその大学に行こうとしても、停学を受け
てる学生には受け入れてくれません。私はテキサス
州ダラスの大学と交渉して、Summer Classの間だけ
従業を取らせてもらって、良い成績を取って、自分の
大学に成績表をおくり、復学しました。その当時、停
学なって学生が戻って卒業したのは私だけだったと

自己紹介

清水 博之 会員、新 レイシ 会員



新 レイシ 会員

こんにちは!

1月20日に入会させていただきました新 レイシです。

清水会員、先程のお話は面白かった!お疲れ様でした!

さて、今日の卓話の後半を担当させていただきます
ので、よろしくお願いいたします。

「自己紹介」をするのは、今までの経験として大体1分
間～5分間だったと思いますが、今回は15分間の制
限と聞いておりまして、何にをお話したら15分間にな
るかと、ちょっと困っていました。その時、檜皮さんか
ら親切なアドバイスを頂いたり、三世代合同例会の
時に同じテーブルの柴田会員にも、写真を何枚か載
せてお話すれば、あっという間15分間になりますよ､
というアイディアも頂きました。皆さんは本当にご親
切ですね、ありがとうございました!今回は写真アップ
はございませんが、お話だけをさせていただきます
ので、よろしくお願いいたします。

わたくしの母国は中国でございます。遼寧省の瀋陽
に生まれ、その後、色んな原因で瀋陽と大連と営口の
間に、幼稚園から大学までは遊牧民みたいな生活を
送りました。師範大学卒業後、幼稚園の先生のお仕

思います。仲が良かった学長は私の両肩を叩いて喜
んでくれて、卒業証書をくれました。本当にいい思い
出になりました。と同時に、悲しい思い出にもなりまし
た。悲しい思い出となったのは、私の卒業式には家族
全員来てくれたのですが、それが最後の家族との思
い出になってしまいました。26年前にもなるのです
が、母親が私の卒業式に来てくれた後、日本に帰国し
て脳梗塞で倒れて亡くなってしまいます。

そんな母親は当時当社の清水電設工業（株）（3年前
に社名変更）の総務部長で、生前、母親はわたしに

「取引先で修行して、うちに入って社長になんなさい。
なれなかったら辞めなさい」と常に言っていました。
その言葉が頭にいつも残っていました。

アメリカの大学を卒業したら、1年間は就労ビザがも
らえるのですが、私は帰国したためにそのビザを取
得できませんでした。本当はアメリカで働こうかとも
考えたのですが、結局母親が言っていた当社の取引
先である東京の鉄鋼商社に就職しました。日本で就
職活動をしていなかったので、半分仕方なくでした。
そこで5年間の約束で働かせて頂きました。実際、次
の就職を悩みました。その時、母親の言葉が蘇ってき
ました。うちの会社に入ったら社長にならないといけ
ない。トップになれなかったら辞めないといけない。
その覚悟があったかどうか、自分は悩みましたが今
の会社入ることを決めました。

私どもは尼崎、小牧の他に、京都、仙台、アメリカに工
場があります。入社後、営業で5年ほど愛知県の小牧
市の工場へ行きます。その5年後には、収益の良くな
いアメリカの工場へ営業として3年間、リーマンショッ
クまでいきました。正直、その3年間は飛び込み営業
をやってまして、走行距離約40万キロ・名刺では400
社・700名の方々に営業をしていました。

リーマンショックで帰国しましたが、その時の会社は
倒産寸前でした。その中でもこの12年間、社長をさせ
て頂いて何とかリーマンショック当時の倍の売り上げ
にはなり、借金も半分に減らしたのに、またこのコロ
ナで借金が元に戻りました。大変な時期を今過ごし
ております。

この12年間、社長をさせて頂いて得たものは、人のご
縁は非常にありがたいなあ、と思います。アメリカ時
代もそうですし、振り返っての50年間とちょっとです
が、人とのご縁は大事にしたいと思っています。アメリ
カにいたときに、まだ30後半でしたが、座右の銘を作
りました。私は常日頃大事にしているんですが、「自分

の勘を働かせて、運を呼び込んで、縁につなげる」っ
ていうことを私の座右の銘にしています。今日、この
場に立っているのも自分の座右の銘の通り、みなさ
んにお会いできるご縁をいただいたと。また、井本会
員にロータリーに入るご縁を頂き、こうした立派な所
で皆さんの前でお話し出来ることに感謝しております。

最後に、私はゴルフが好きなので、誘ってください。ま
た、野球部も頑張ってやろうと思いますので、宜しくお
願い致します。お時間となりましたのでこれをもって私
の自己紹介とさせて頂きます。有り難うございました。



国際ロータリー2660地区インターアクト委員会より
ご連絡がありました。

先日開催致しました地区インターアクトクラブ委員
会での承認事項をお知らせ致します。

2022-23年度海外研修は中止となり、国内に変更

２０２２年度～２３年度インターアクト海外研修について
地区からのご連絡 青少年活動小委員会委員長  檜皮 悦子

になりました。日程は例年の海外研修と同様8月初
旬で考えております。

但し、沖縄等飛行機に乗り継いでは、コロナ感染者
になると搭乗出来ません。同様な場所は除外とな
りますので、ご了承下さい。

事を2年ぐらいして、祖父の強い希望で大連にある祖
父の貿易会社に入社することになり、そこで8年ほど
仕事をしていました。わたくしは食べることが大好き
で、中国料理だけではなく、外国の料理にも大変興味
があり、ただ食べるだけではなく、料理に関するいろ
んな本も大好きです。読んだ本の中に、日本人の寿
命が長いのは、日本の食生活が影響していることが
書かれてました。それを読んで、どうしても日本に栄
養に関することを勉強したいという気持ちが高まり、
日本に留学し栄養の事を勉強して、卒業したら大連
へ帰って、栄養やお食事のバランス関係のアドバイ
スができる会社を作ろうと固く決心しました。まあ、も
ちろん祖父と従兄達には「本気ですか?冗談でしょう」
と言われていました。ですが、こっそり約1年間をかけ
て日本語学校の夜間部に行って日本語を勉強したり、
日本への留学の方法を調べ、ついに2003年3月に来
日し、仙台の日本語学校から念願の留学生生活を始
めました。（なぜ仙台を選んだのかとよく聞かれます
が、中国の有名な作家で思想家の魯迅先生が日本に
留学するときに、仙台に行ったことを知り、当時、魯迅
のファンであったこともあり、さらに、仙台と大連の緯
度はほぼ同じで、過ごしやすいかと思って東京では
なく仙台を選びました）本来は日本語学校卒業する
のは2年かかりますが、早く大学で勉強をしたく、頑
張って1年で卒業しました。2004年に大阪の羽衣国
際大学短期学園の栄養クッキング科に入学しました、

（本当は四年制の大学に入りたかったのですが、親に
すごく反対されました。なぜならば、同年齢の親戚や
友達は次々と結婚したり、子供を産んだりしていたの
で、両親は口うるさく早く卒業して中国に戻って、早く
結婚しなさいというふうに言ったからでした。。。）

2年間の大学生活は、料理を作りながら栄養バランス
を分析したり、本当に楽しく充実した毎日でした。

2006年にフートスペシャリスト資格に合格し、同年3
月に無事卒業しました。予定では5月に帰国し自分の
会社を設立しようと思っていたのですが、2月に友人
に誘われて、日中友好団体の交流会に参加したとこ
ろ、そこである方に声を掛けられ、名刺交換（当時は
名刺を持っていないため、友人の名刺を借りて裏に
連絡先を記入したもの）をしました。その方はIT会社
を経営する社長で、大連のソフトウェア企業と一緒に
お仕事を計画しているとのことで、ちょっと手伝ってく
れませんかと誘われました。わたくしは折角日本に来
たので、学校の勉強ばかりではなくて、実務的な社会
経験も積んでから帰国しでもいいかなと考えて、その
会社に就職することにしました。もう皆さんがお気づ
きかもしれませんが、わたくしにちょっと手伝ってくだ
さいと言って、17年も騙して働かせているのは、今の
わたくしの主人です。

ところで、主人の会社の中国ビジネスですが、今まで
に百回近く中国出張同行して、ビジネスはもちろんで
すが、一般の観光旅行ではいけないところにもいろ
いろ行ってまして、様々な経験もして、今後機会があ
ればご紹介させていただきたいなあと思っております。

本日はわたくしの来日の経緯を中心にお話をさせて
いただきました。日本語で表現するのは堪能ではあ
りませんし、自分の事をお話するのも恥ずかしいタイ
プですので、不適切なところがございましたら、是非
ともご指摘ご指導を頂ければありがたく存じます。ま
た、これからも皆さまの方から色々教えて頂ければと
思いますので、よろしくお願いいたします。

ご清聴ありがとうございました!
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北村（讓）：雨ですね！花冷え風邪に注意しましょう！

栗山：春が来ましたね。ニコニコ

戸田：清水さん、新さん、自己紹介楽しみにしています。

嶽下：清水さん、新しさん自己紹介よろしくお願い致

します。ニコニコ

村木：清水さん、新さん、自己紹介楽しみにしています。

ニコニコ

上瀬：西成子ども食堂クラウドファンディング、ご協力

よろしくお願いします。

村上：清水さん、新さん、自己紹介頑張ってください。

ニコニコ

檜皮：清水さん、新さん、自己紹介よろしくお願い致し

ます。

井本：清水さん、新さん、自己紹介楽しみにしています。

満村：ニコニコ

西田：桜が満開ですね。清水さん、新さん、大歓迎です。

ニコニコ

清水：久しぶりの例会です。よろしくお願い致します。

ニコニコ

下岡：ニコニコ

前田：桜が美しいですね。

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥36,000

累　計 : ￥1,040,000

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 0名
名誉会員数 7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 32名 外国ゲスト 0名
 （zoom参加 0名）
欠席者 3名

出席率 91.42 %
3月3日の修正出席率 80.00 %

3月31日のメニュー

・冷菜2種盛り
・蕪のフカヒレスープ
・海老のチリソース炒め
・豚肉と野菜のあんかけチャーハン

（肉NG ： 海鮮餡かけチャーハン）
・杏仁豆腐
・コーヒー

●メイクアップ
村橋 義晃   2 月21日 地区チーム研修セミナー
  バズセッション
戸田 佳孝   2 月21日 吹田西RC

●誕生日
上山 英雄 ［  4 日］
北村 　薫 ［14日］
上瀬 　匠 ［16日］
佐賀野 雅行 ［23日］
戸田 佳孝 ［28日］

●事業所設立記念
村上 俊二 株式会社サンキ［昭和43年］
福田 忠博 株式会社天満橋鑑定事務所［昭和54年］
小林 俊統 小林俊明法律事務所［昭和58年］
佐賀野 雅行 株式会社ミヤビグループ［平成  2 年］
満村 和宏 堂島総合法律事務所［平成  5 年］

●結婚記念日
安達 昌弘 ［  2 日］
栗山 博道 ［  8 日］
吉田 　了 ［  8 日］

Congratulations!4月のお祝い4月のお祝い


