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会長の時間

多田会長（地域別最低賃金と特定最低賃金について）

改めて皆さま、こんばんは。先週、最低賃金の話をさせていただき
ました。最低賃金は国が目安額を示し，各地の労働局が目安額を参考
に決定する地域別最低賃金と産業別（特定）最低賃金の２つがありま
す。前回の会長の時間でお話したのは地域別最低賃金です。奈良の２
０２０年度の地域別最低賃金は１時間当たり８３８円と決定され、１
０月１日に効力を発生します。これに違反すると罰則があります。最
低賃金法４０条で５０万円以下の罰金が科されます。

地域別最低賃金以外の産業別（特定）最低賃金は奈良の場合は、３
つの産業につき最低賃金を定めます。昨年の①はんよう機械器具、生
産機械器具、業務用機械器具製造業の最低賃金は８９７円、②電子部
品・デバイス・電子回路などの機械器具製造業の最低賃金は８８２円、
③自動車小売業最低賃金８８４円の３つです。

この特定最低賃金は国が目安額を示さないことから、労使が主体的
に協議をして決定することになります。

最低賃金にも地域別最低賃金と産業別最低賃金の２つがあることを
ご理解いただければ、ありがたいなと思っております。

例会状況報告

8月25日

通算1969回

◎本日出席者 ５６名

◎本日出席率９１．８０％

8月4日

通算1967回の修正

◎出席率 ９６．８７％

◎補填前欠席者 ３名

◎欠席補填者 １名
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委員会報告

こんばんは。今年度の情報集会の方針についてご
説明いたします。まず非常に会員が増えましたの
で前年度は基本的に４班でやっておったんですけ
ども、今年度はもう少し班を増やす予定でおりま
す。実を言うと１３年前、私が入会した時からずっ
と８,０００円ぽっきりという形で開催されてき
ましたけれども、１３年の間に消費税も上がり一
応デフレも終わったというふうに感じております
ので、今年度から上限を１万円にし、１万円にし
なきゃいけないという事ではなくて、上限を１万
円まで上げさせて頂きたいという事でお願いした
いと思います。それと見ておりましたらある班は
５名で、ある班で１０名以上になってるとかそう
いう様な状況を見ることがあるんですけども、出
来るだけ決められた班でご出席頂きたいとそのよ
うに考えております。それと第１回は９月の下旬
位に開催させて頂きたいというふうに思っておる
んですけども、ご存知の通り新型コロナウィルス
がこのような状況ですので、そこはまた理事会で
色々相談しまして最終的に決めさせて頂きたいと
思います。以上です。ありがとうございます。

髙野副会長
情報集会の件

皆さま、こんばんは。本日、インターアクトの例
会がございまして出席まいりました。今年度始まっ
てコロナ等々の影響で中々動けなかったものが、
やっと動きかけたという所になります。つきまし
ては、諸先輩方である皆さんに是非ともインター
アクトの例会の方にご出席を頂きまして、高校生
たちのこれから何をしていくのかという事に関し
て何かご意見を頂けたらと思います。ちょうど今、
例会欠席されたときのメイキャップ最近非常に困っ
ておられる方も多いかと思います。インターアク
トの例会に参加して頂きますとメイキャップ扱い
ともなりますので、是非とも皆さま参加をよろし
くお願い致します。以上です。

鈴木委員長（青少年奉仕委員会）
インターアクトクラブ例会の件

幹事報告

回覧
・例会出欠表の件（9月1日、９月１５日例会分）
・ガバナー公式訪問
状差し
・年間スケジュール、概況報告正誤表の件
その他
・奈良県下ロータリークラブ親睦ゴルフ大会中止の件（平城京RC１０月１６日柳生CC）
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新入会員卓話

こんばんは。ただいまご紹介いただきました近鉄旅
館システムズの辻本です。本日はこのようなお時間
をいただき、まことにありがとうございます。新入
会員の卓話ということですが、コロナ禍のためずれ
込んで年度が変わってしまいました。気の利いたお
話ができるような知識経験はないのですが、せっか
くの機会ですので、「わたしの人となりを知ってい
ただくための経歴」と「ロータリークラブに対する
思い」についてお話したいと思います。
入会時にもお話させていただきましたが、わたしは
昭和３６年１９６１年の１１月１５日、大阪堺の生

まれでして、JR阪和線沿線の田んぼと泉州のたまねぎ畑に囲まれた環境の中で、地元の
小中高に通ってスクスク、のほほんと育ちました。奈良には昭和５７年１９８２年５月
に親に引っ付いて引っ越してきました。爾来転勤で二回ほど他府県民、三重県と静岡県
民になりましたが、基本奈良市民であり続けてます。地元がこちらではないので、幼馴
染・小中高の連れが周りに居てないのが、この年になってくると少々寂しいところであ
ります。
地元関西で働きたいというのもあり、ご縁があって昭和５９年１９８４年近畿日本鉄道
に入社しました。いまとは違って当時はのんびりしたもんで入社時研修が半年くらいあ
りまして、車掌や運転士の真似事などもさせていただきました。ことしで社会人３７年
目になりますが、会社員人生は前半後半でくっきり分かれてます、前半は鉄道部門で、
後半は流通小売りレストランそして今の旅館といろんな職場を転々として過ごしており
ます。
鉄道部門では、布施駅や京都駅での勤務を経て大阪上本町の事務所勤務となりました。
主に鉄道の運賃制度や乗車券などをつかさどる部署で、当時の運輸省いまでいう国土交
通省との折衝窓口でした。１０年近く居てたのですが一番印象的な出来事はやはり平成
７年の阪神大震災です。近鉄はあまり被害がなかったのですが、他社さん阪神阪急JRさ
んは甚大なダメージを受けました。台風接近の予報だけで計画運休をするいまでは考え
られませんが、当時はとにかく早く復旧して電車を動かすことが鉄道会社の使命だ、と
考えられてましたのでその日のうちに名古屋まで開通させました。今思えばホンマにちゃ
んと全線の設備点検をやったんかいなと、疑問がなくもないのですが。
ちなみに嫁の実家が神戸の御影でして、朝から連絡が全くとれず安否も不明、それでも
わたしは当然のように出勤です。結局、夕方に連絡が取れて、家屋は全壊したもののみ
な無事で事なきを得ました。ただ、うちもそうですが、在阪の鉄道会社はどこも、それ
こそ自宅が全壊しててもその後も普通に毎日会社に来てはりました。なんとも因果な稼
業やと感じたもんです。この辺のことをきっかけに鉄道以外の他の事業も見てみたい、
と思うようになって、進路を自己申告する時に手を上げたら、そんなとこだけは希望が
叶いまして、そこからは事業を転々として今に至っております。
後半戦ですが、平成１５年２００３年に流通関連の部署で、駅ナカ開発の仕事につきま
した。JR東日本とか阪急さんが本格的にやりだした頃で、うちも追従したわけです。当
時、駅の中で新聞タバコやガムを主力に売ってた昔ながらのおばちゃん売店を独自ブラ
ンドのミニコンビニにするというミッションでした。「KPLAT」というブランドで奈良や
西大寺、あべの橋なんかに１０店くらい作りました。それまでの売店とは違って学生さ
んや女性客も立ち寄ってくれるし、これは案外いけるんとちゃうか？ってことになりま
して、次は試金石として初めて駅ナカ以外の立地、といっても新田辺の駅前でしたが、
にチャレンジすることになりました。近所のスィーツ屋さんから商品調達したり、とに
かくローカル色、独自性を持たそうとしたのですが、これがまぁものの見事に大コケで、
競争力が全くないことが露呈しました。考えてみたら大手チェーンでも生き残りをかけ
てしのぎを削っている業界なのに、立地だけで勝負しているブランドでは太刀打ちはで
きませんわな。この時もう少し戦えたなら、いまみたいにすべてをファミリーマートに
することもなかったのかもしれませんが、ちょっと歯が立たなかったですね。

辻本幸則 会員
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駅ナカの次は、鉄道会社なのに何故か高速道路・サービスエリア事業の担当になりまし
て、滋賀県大津SAそして浜松浜名湖SAで３年ほど過ごしました。期間は短かったのです
が、非常に印象に残る職場でした。いまから１０年ほど前の平成２１年春に着任したん
ですが、その時ちょうど民主党政権になってまして、みなさんもうお忘れでしょうが
「１０００円高速」って施策が採用されました。これがまあ爆発的に当たって毎週末ク
ルマがうじゃうじゃ集まりました。当時はまだ新東名高速もなかったもんで、上下集約
の浜名湖SAに入るのに長蛇の列ができる有様でした。正直、こんだけ売り上げが上がる、
主力商品のうなぎパイをつめてもつめてもすぐになくなる、夢のような職場あるなんて、
想像できませんでした。ただ、商売の常で、上がれば下がる、追い風が途切れるのも早
かったです。特に２３年３月の東日本大震災、これを境に一気に日本の経済活動が止ま
るのを体感しました。高速を走るのは各地の自衛隊と警察の東北支援の車両だけになり
まして、たぶん現地では報道できないような悲惨な状況を見たんでしょうが、みなさん
ホンマに疲れ切った表情だったのがいまでも印象深いです。
成績下降とともにほどなくお役御免となって、関西に戻りレストラン会社担当になりま
した。この近所のお店で言えば、奈良駅上の中華「百楽」やならまちの「うなぎ江戸川」
など７０店舗を経営してました。５年ほどやらしていただいたんですが、飲食業は物販
以上に変化が激しく、出る引くのジャッジが早い、生き残りが厳しい世界って印象です。
飲食業経験してたら宿泊業もいけるやろ？みたいなことなのか、いまの旅館業に辿り着
きました。実際にはちと違うんですけどね。建築設備のハード面、接客サービスのソフ
ト面、そしてお料理と三本柱がバランスよく揃わないと成功しない、って意味では共通
性があるのかもしれません。
現職場である旅館業界について、思うことを少し。いまはコロナ禍でほんとにとんでも
ない状況にあります。うちも４～５月は休業もしましたが、前年比９０％減でした。今
回の事態は、日本はもちろん世界の経済が全面ストップするかつてない異常な局面です
が、業界的にはインバウンドが急速に増えてきてホテル旅館民泊ゲストハウスと異業種
からも参入が相次いで新店ラッシュ、オーバーショップになったとこに、いきなりお金
を落とすインバウンドさんがゼロになり、日本人も動けない動かないと、ホンマに最悪
のタイミングとなりました。本来なら、「２０２０東京」で大儲けする年になるはず、
だったんですけど。
近況として、世間では極めて評判の悪いGotoトラベルCPですが、わたしらは正直結構救
われてます。小口の個人旅行は動いてくれて、７月は前年比で６０％程度まで回復、今
月はもう少し上までいけそうです。ただ、団体旅行やご宴会婚礼など人数の多いものは
まったく動いてないので、うちでも宴会主体の館は沈没したまま浮上の気配もありませ
ん。
この業界について語るほどの経験はないのですが、奈良（市内）の宿泊業界は潮目が変
わるとこにきているのかな、と感じます。よく、奈良は日帰り観光するとこで宿泊地で
はないと言われます。実際４７都道府県で宿泊人員はベベ２の万年４６位です。市内の
観光入込客数は年間約１７００万人あるのに宿泊はわずか１割の１７０万人。大仏さん
見て、奈良公園で鹿にせんべいあげたら、それでおしまい。大都市のようなナイトライ
フが楽しめるわけでもないしね、と。
でも、ホンマに、そうなんかな？と。今年になって、いままでの奈良にはなかったよう
な宿、スモールラグジュアリーの「ふふ」や平城さんをリニューアルした「ANDO」ホテ
ル、そしてマリオットの最高峰であるJWマリオットさんが開業しました。正確な数字は
分かりませんが、総じて評価は高いようです。別に奈良の環境が変わったわけじゃなく
ても、新しい流れは作れるってことか、と。
奈良にお泊りの人がなにを求めてるのか？ 自分たちの「売り」は何なのか？真摯に突
き詰めて価値を提供する宿じゃないとこの先厳しくなるなと感じてます。
最後に、ロータリークラブについて思うことを申し述べます。いままで典型的なサラリー
マン生活を過ごしてきたので、正直クラブとの接点もなく、意識をしたこともありませ
んでした。昨年６月末ころに近鉄本社から話があったときも「ホンマにわたしなん？」っ
て感じでした。そんなわたしですが、こちらにお世話になるにあたり実家でこの話をし
たところ、うちの父も大阪のロータリーに入っていたことを初めて知りました。父とは
仕事に関する話をすることはありませんでしたし、その頃は闘病生活の末期で、結局昨
年の８月１２日に亡くなりますが、脳梗塞を起こして会話が不自由になっていたことも
あり、残念ながら本人から直接話を聞くことはできませんでした。ただ、亡くなった後
に母からは「おとーちゃんはロータリーの集まりが大好きだったよ」って知らされまし
た。
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１５年くらい前、父は経営していた会社の具合が悪くなって現役を引いたとき、クラブ
を抜けておるようです。随分間があいてしまいましたし、地区も違うのですが、亡くな
る年に入れ替わるように入会させていただいたのは、これも何かのご縁なのかなと思い
ます。父が大好きだったというロータリークラブに今後少しでも貢献をできればなと、
思う次第です。
そろそろ次の林さんのお時間のようです、大変拙いお話で申し訳ありませんでした、ど
うか今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

奈良ホテルの林でございます。昨年10月に入会させ
ていただき、既に10カ月ほど経過しました。今さら
自己紹介をさせていただくのも少し気が引けるので
すが、せっかくの機会ですので改めて少し時間をい
ただいて自己紹介をさせていただきます。
出身は岡山ですが昭和43年10月、大阪の放出で生ま
れました。父親が故郷の岡山へ帰ることになり、私
は1才で大阪を後にします。実家はJR岡山駅のすぐ近
くです。父親は帰郷に合わせて、独立し自営で電気
工事業を始めました。妹１人、弟１人の３人兄弟の
長男です。こんな家族構成で育ちました。

小学４年生より、本格的に野球を始めました。指導者が岡山大学の学生OBで非常に熱心
に指導してくれ、猛練習のおかげで、市内で年間開催される約２０の大会のほぼ半分で
優勝、残りは準優勝という戦績でした。その後、地元の公立中学に入学。これまた、３
年間、野球に精を出します。
昭和５９年、岡山県立岡山大安寺高校という普通科高校に入学。普通科で一番野球が強
い高校を志望しました。引き続き、野球に精を出します。前にも話をしたかもしれませ
んが、この大安寺、奈良の大安寺の荘園があった場所で今も地名が残っています。我々
の頃は３年生の代表が大安寺に大学受験合格祈願に毎年参詣していました。私も２回目
の奈良ホテル勤務、つくづく奈良と縁があると思います。
昭和６２年、東京の中央大学になんとか潜り込むことができました。今はそうでもあり
ませんが、当時学費は私立大学の中で各段に安かったです。学費とアパート代だけ仕送
りしてもらい、あとは奨学金と自分でなんとかしますと宣言して東京に旅立ちました。
いろんなバイトをやりました。バイトに忙しく、あまり大学に行っていません。当時、
世の中はバブルの絶頂期、俺はなんで毎日こんなに働いているのかと思いながら４年間
を過ごしました。真面目な友人に恵まれ助けてもらって、なんとか卒業しました。
平成３年にＪＲ西日本に入社、三ノ宮駅で出札や改札の駅業務を１年間担当したあと、
ホテル事業を担当することになりました。当時は国鉄時代につくった駅ビルが運営する
ホテル「ターミナルホテル」、それぞれが単独で運営を行っていましたがJR発足を契機
にホテルチェーンとして、スケールメリットの発揮や運営レベルの向上を目指し始めた
ところでした。私はチェーンオペレーションのとっかかりとして、共同購入、共同宣伝、
共同研修の実施や、JR西日本独自のブランド「グランヴィア」の宣伝を担当しておりま
した。
基本的にホテルの仕事をしてきましたが、少しおもしろい仕事もさせてもらうことがあ
りました。平成９年より４年間、開業前の㈱ユー・エス・ジェイに出向しました。今の
ＵＳＪがある底地の権利者（大阪市、住商、住金、大ガス、日新製鋼、ＪＲ）とその他
株主からの出向者で構成、まだ事業としてうまくいくかどうかわからないので、プロパー
社員を採用せず、株主からの出向者だけで事業をスタートしたところでした。担当は、
アメリカ・ユニバーサル社とテーマパークの運営に関するライセンス契約の交渉でした。
法学部卒ですが、法律が嫌い、英語も苦手、ＪＲに入社したのも海外勤務や英語を使う
ことはないだろうと思ったものも理由のひとつでした。もう神様の試練かと思いました。
辞書引いて単語帳を作るという中学生に逆戻りして勉強し直し、おかげでメールくらい
はできるようになりました。

林 勝利 会員
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平成１８年から３年間、奈良ホテルに出向し、経営企画と総務の仕事を担当。その後、J
R本社で鉄道以外の開発事業部署の人事や採用、尼崎のグループホテルの責任者、直近は
グランヴィア京都で宴会営業の責任者を担当し、昨年６月より、再び奈良ホテルでお世
話になっています。
最後に家族ですが、妻と大学生の息子が２人います。２人ともオンライン授業で学校に
行っていません。バイトも思うようにできず、ずっと家にいるので食費がかかって大変
です。趣味は高校野球観戦、甲子園はもちろんのこと地区予選もよく観戦します。完成
されていない高校生が、その後、大学や社会人、プロで成長した姿を見るのも楽しいで
す。自分の果たせなかった甲子園出場を狙い、長男はさんざん野球に誘いましたが、し
ませんでした。次男は、親父の機嫌を取るために小学校、中学と野球をやってくれまし
たが、無理強いするのはやめました。とりとめのない話で申し訳ありません。こんな私
ですが、これからもよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。

謝 辞

辻本さん、林さん、楽しいお話ありがとうございました。これからロータリーライフを
楽しんで頂ければと思っております。ありがとうございました。

多田会長
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◆例会変更・休会のお知らせ◆

〈奈良西ロータリークラブ〉９月３日（木）より例会再会
9月17日 （木）変更（第１回家族親睦移動例会の為会場変更）
9月24日 （木）定款細則8-1-Cによる休会
10月29日 （木）定款細則8-1-Cによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。

〈平城京ロータリークラブ〉
9月3日 （木）定款第8条第1節Cによる休会
9月10日 （木）定款第8条第1節Cによる休会
9月17日 （木）定款第8条第1節Cによる休会
9月24日 （木）定款第8条第1節Cによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。

〈奈良東ロータリークラブ〉
9月中の全例会 定款第7条第1節dによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。

〈橿原ロータリークラブ〉
9月11日 （金）あすかRC・やまとまほろばRCとの3クラブ合同ガバナー公式訪問の為

例会変更
9月18日 （金）RACとの合同夜間例会（時間18:00～）
9月25日 （金）定款8条1-Cによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。

〈やまと西和ロータリークラブ〉
9月8日 （火）会員のみ例会
9月15日 （火）会員のみ例会
9月22日 （火）定款第8条第1節-Cによる休会
9月29日 （火）桜井ロータリークラブとの合同・松原六郎ガバナー訪問
10月6日 （火）会員のみ例会
10月13日（火）定款第8条第1節-Cによる休会
10月20日（火）会員のみ例会
10月27日（火）定款第8条第1節-Cによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。

ニコニコ箱 本日計 43,000円 累計 368,000円

多田 実 君 辻本幸則会員、林勝利会員、本日の会員卓話楽しみにしておりますので、
宜しくお願いします。

水野憲治 君 辻本様、林様、本日の卓話楽しみにしています。宜しくお願いします。
北河原公敬君 残暑御見舞申し上げます。本日の会員卓話、辻本幸則様、林勝利様、

楽しみにしております。
谷川千代則君 辻本幸則さん、林勝利さん、本日の卓話よろしくお願いします。
林 勝利 君 本日、新入会員卓話をさせていただきます。よろしくお願いします。
ニコニコ協力 稲田正剛 君 今西栄策 君 岡﨑真人 君 門脇伸幸 君

菊野和洋 君 辻本和弘 君 西村甲児 君 山口尚紀 君
弓場裕史 君
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今後の予定

9月6日 家族親睦例会
9月8日 例会日振替
9月15日 卓話：能澤直也 様

財団奨学生
9月22日 休会
9月29日 ガバナー公式訪問

奈良ホテル

●会報・雑誌委員会/國原正記 西村甲児

成田和哉 渡邊あきの webmaster/國原正記

◆例会変更・休会のお知らせ◆

〈やまとまほろばロータリークラブ〉
9月3日 （木）例会場所変更（あるぼーる）
9月11日 （金）あすかRC・橿原RCとの3クラブ合同ガバナー公式訪問の為の例会場変更

（THE KASHIHARA）
9月17日 （木）例会場所変更（まほろばセンター 交流室第4・第5 ）

（食事は無しで、お持ち帰り弁当対応といたします。）
9月24日 （木）定款第8条第1節Cによる休会
10月1日 （木）例会場所変更（まほろばセンター 交流室第4・第5 ）

（食事は無しで、お持ち帰り弁当対応といたします。）
※いずれもビジター受付は行いません。


