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例会状況報告

3月23日

通算1983回

◎本日出席者 ５５名

◎本日出席率９０．１６％

12月1日

通算1981回の修正

◎出席率 ９５．１６％

◎補填前欠席者 ４名

◎欠席補填者 １名

会長の時間

【多田会長】

皆さん、改めてこんにちは。私達のクラブが社会奉仕活動の一つと
して奈良市に対し、新大宮駅北側のロータリーにある道路付属施設に
佐保川をイメージして桜の木を植樹して公園のように整備し、寄贈す
ることになりました。奉仕プロジェクト常任委員会の委員の皆様、ご
苦労様でした。３月２６日午後１時４５分から奈良市長に出席して頂
き、贈呈式を挙行することになりました。

佐保川沿いの桜は、河津桜とソメイヨシノ（染井吉野）が植えられ
ています。河津桜は、オオシマザクラとカンヒザクラの自然交配種で、
静岡県河津町で発見されたので地名を取り河津桜と名前が付けられ、
また、染井吉野は、江戸時代末期～明治初期に染井村（※現在の東京
都豊島区駒込）の植木職人が品種改良をして作ったといわれ，桜が有
名な吉野山と染井村の名前を取り、ソメイヨシノ（染井吉野）と名前
がついたとされています。

また、天保の改革の失敗で老中水野忠邦の失脚によって左遷されて
奈良奉行として着任した川路聖謨（かわじとしあきら）が植えた樹齢
約１７０年と言われる川路桜（染井吉野）も有名です。川路桜は「大
仏鉄道記念公園」からも比較的近い場所にある桜の巨木・古木です。
そして「大仏鉄道記念公園」には，シダレザクラ（枝垂桜）も見事な
桜です。

奈良市に寄贈する桜は染井吉野と枝垂桜です。もうすぐ満開です。
多数のロータリアンの皆様が寄贈式に出席して頂くようお願いします。
以上です。
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委員会報告

【門脇委員長】（国際奉仕委員会）
国際奉仕セミナー3/6・台北国際大会（6/12～6/16）の件

皆さん、こんばんは。二点ございます。去る3月7日
日曜日、国際奉仕セミナーがズームで行われました。
当クラブからも会長、幹事をはじめ数名の方に出席頂
きました。どうもありがとうございました。内容と致
しましてグローバル補助金について詳しい説明がござ
いました。あともう一点、台北国際大会6月12日～16日
に予定されておりましたが、バーチャルでネットを使っ
て行うことが決まりました。詳細が分かり次第、追っ
てご報告させて頂きますので、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）
インターアクト例会・あおぞら倶楽部事業中止の件

皆さん、こんばんは。青少年奉仕委員会から二点ご
ざいます。先ず一点目、先週の金曜日19日にインター
アクトの例会がございました。出席を何人かしたんで
すけれども、次回の予定がまだ未定となっております。
出席をご希望される方は私の方までご連絡を頂けたら、
また私の方からご連絡をさせて頂きます。次に二点目
なんですけれども、青少年奉仕委員会の今年の奉仕事
業として、あおぞら倶楽部に対してアドベンチャーワー
ルドへ皆で行きましょうというのを企画しておったん

ですけども、ちょうどコロナ真最中という事でバスで行くというのが
なかなか難しかったもので、この事業を変更致しまして代わりに頂いてた地区の補助金
を利用して、空気清浄機をあおぞら倶楽部、それからその他の近隣の小学校の方に寄付
をさせて頂くという事で理事会の承認を頂きまして、今それに向けて空気清浄機の方を
手配しておるという状態になっております。以上です。

結婚・誕生日お祝い

結婚お祝い
城田真平 会員（3月3日：結婚記念日）
菊野和洋 会員（3月8日：結婚記念日）
辻本幸則 会員（3月15日：結婚記念日）
多田 実 会員（3月24日：結婚記念日）
堀内眞治 会員（3月24日：結婚記念日）

誕生日お祝い
西本隆一 会員（3月4日：誕生日）
菊野和洋 会員（3月5日：誕生日）
中條章夫 会員（3月16日：誕生日）
小西敏文 会員（3月16日：誕生日）
清岡義教 会員（3月20日：誕生日）
平野貞治 会員（3月21日：誕生日） 結婚・誕生日の会員の皆様
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乾杯の挨拶

【髙野副会長】

皆さん、こんばんは。先ず、本当に例会が再会できて
こうやって皆さんお顔を見る事ができるという事は、本
当に喜ばしいことやなぁと、もう3ヶ月、4ヶ月けえへん
かったら、リズムっちゅうかライフスタイルというか、
それが変になってきた様な感じなんですけども、やっぱ
りこうやって集まってみると非常に楽しい・嬉しいって
な感じで、これはどうやら人間の人類の本能みたいです
ね。こうやって寄って協力する事によって人類が生き延
びてきたという事らしいです。それでは先ず、皆さまの
再会を祝して、それと今月結婚記念日・誕生をお迎えに

なった方、今後のクラブの益々の発展を祈念して、大きな声でと言っていいのかわかん
ないけども大きな声で乾杯したいと思います。乾杯！！

幹事報告

回覧
・3/30、4/6例会出欠
状差し
・4/4地区大会ライブ配信ご案内（会長、幹事、地区役員のみ参加、それ以外の方は

ライブ配信）
その他
・本日のお食事、鴟尾の会ゴルフ大会（4/15）中止の件

新入会員卓話

【井口 義弘 君】

こんばんは。株式会社弘栄グループの井口です。本日は自分の卓話の為に貴重なお時
間を頂き、ありがとうございます。これだけ沢山の前でお話する事に慣れておりません
ので、凄く緊張しております。しかし、頑張ってお話させて頂きますので、よろしくお
願い致します。
自分は昭和42年1月30日生まれの54歳です。生まれは佐賀県唐津市呼子町、呼子はイカ

と朝市で有名な所です。その呼子町の港から渡し船で15分程渡った小さい川に島と書い
て「小川島」という小さい小さい島で生まれ育ちました。本当に小さい島で、島の船着
場から島の端まで大人の足で約20分程で着いてしまうくらいの島です。こんな島なので
自分の小さかった頃には車・バイク・自転車が一台も走っていませんでした。もちろん、
警察もいませんでした。自分は小学4年生まで島に住んでいましたけど、小さかったので
思い出という思い出はありません。しかし、一つ言うならば食事がいつも魚ばかりだっ
たので、お肉が食べたくて食べたくて仕方がありませんでした。今でいう「焼肉」や
「ステーキ」じゃなく「マルシンハンバーグ」や「湯せんのハンバーグ」が凄く食べた
かったのを覚えています。
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島の食事というのは魚が中心で、関西で言えば「ガシラ」、島では「アカカブ」、そ
して関西で言う「ベラ」、島では「ホリ」この2種類が主食でした。イカ漁で生計を成し
ている島でしたけど、イカはほとんど食べさせてもらえませんでした。食べることがで
きるのは冠婚葬祭、お盆、正月だけでした。おやつは海に潜ってサザエやアワビ、ウニ
等を採りに行き、デザートはスイカ、とうもろこし、ところてんでした。これが365日続
くのです。

そんな島から父親が漁師を辞め大阪の方で自分が現在している仕事、型枠業の方を一
本ですることになりまして大阪に移り住むことになりました。大阪では小、中と住んで
おりましたけど父親の事業が芳しくなくなり、経費削減もあり事務所兼倉庫があった奈
良へ引っ越すことになりました。そして、中学、高校を出て父親の会社に就職する事に
なりました。自分としては本当は違う業種に就職したかったのですが、父親の一声「ア
ホ、ボケ、カス。」でそれは叶いませんでした。父親の会社がなぜ嫌だったかというと
高1の夏休みバイトをしたことがありまして、大変きつかった思いをしましたので、就職
したら大変な事になると思い、違う職業に着きたかったという訳です。
就職をして案の定、一年は地獄の苦しみを味わいました。毎日毎日、肩にアザができる
くらい材料を運ばされておりました。本当にしんどかったです。現場経験も6年程を迎え
会社内部に入るように言われました。その頃に皆さんご存知の通りバブルがやってきま
した。父親の会社もバブル時代に乗っかり、凄い勢いで成長していきました。型枠業の
方も順調でありましたけど、父親は何を考えたか分からないですが骨董屋をやるかの様
に骨董品を買い集め、鯉屋をやるかの様に土地を買い、井戸を掘り、何千匹もの鯉を買っ
ていました。そんなバブル時代も長くは続かず事業も悪化していき、平成10年に廃業す
る事になりました。ちなみに骨董品はほとんどが偽物でした。鯉は竜田川に放流しまし
た。結局何もかも一銭にもなりませんでした。そんな父親でしたけど放任主義で育てら
れ一度たりとも手をあげられたことはありませんでした。しかし、一度だけ思いっきり
叱られた事がありました。それは勝手に会社の支払いで自分の時代に流行っていたソア
ラという車を買った時です。父親がいつも車を買っていたトヨタのディーラーに「父親
がOKを出してくれている。」と嘘をつき、納車の一ヶ月後父親に嘘がばれて、ディーラー
共々殺されるくらい怒られたのでした。結局、自分の給料から毎月天引きされてしまい
ました。そんな父親も3年前に他界をしました。

話しは戻りますけども会社が廃業してから自分も型枠業をあきらめ、違う職業に約一
年間つきましたけど型枠時代の恩師から戻ってくるように説得され考えた挙句、型枠業
で一から出直すことにしました。それから約20年、色々な人に助けてもらいながら、こ
こまでくることができました。型枠業というのは木の枠で物の形を作る商売です。最初、
個人会社でやり始めた時は従業員5人で始め、10年程この人数で頑張りました。今現在で
は下請会社8社、約45人位の会社になりました。

そんな時に若葉建設の山口さんからロータリーのお話を頂き、いつもなら「すいませ
ん。」とお断りするのですが、自分自身仕事も落ち着き時間にも余裕ができましたので、
ロータリーの話しをお受けする事にしました。
入会当時は不安で不安で仕方がなかったんですけど、大宮ロータリーの皆様に優しく接
してもらい、ゴルフや食事等、楽しく参加させてもらってるうちに自分の中の不安がな
くなっていきました。
コロナで大変な時期に入会する事になりましたけど、コロナに負けず少しずつ勉強させ
てもらい、無理せず永く頑張ってロータリーに取り組んでいきたいと思います。これか
らも、より一層頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
以上をもちまして、自分の卓話とさせて頂きたいと思います。
ご清聴、ありがとうございました。
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新入会員卓話

【今西 栄策 君】
題名：MBAで経験したこと

自身が2018年4月より2年間在籍していた、同志社大学大学院ビジネス研究科での経験
に基づき、ビジネススクールとはどのようなところか、どのような勉強をするのか、な
ぜ行ったのか、行って得たことは何かをお話しさせて頂いた。
最後にRC会員でMBAを目指すのは時間的に厳しいかもしれないが、各大学に科目等履修

生制度と言うものがあり、自身がやりたい科目（問題意識を持っているジャンルの科目）
をアラカルトで履修できる制度があること、それは正規入学をすれば単位として認めら
れることを説明した。一般的な研修セミナーではインプットだけになる。でも実際成長
を感じるのは、それを踏まえてアウトプット（宿題をしたり論文を書いたりすること）
したときであった。ゆえに、MBAで勉強することは特別に意味があったことを申し上げ、
卓話の締めとした。

井口さん、今西さんに頂いた卓話の原稿、纏めを掲載しています。
詳しくお聞きになられたい方は、HPをご覧ください。

謝 辞 【多田会長】

井口さん、豪快なお父さんのお話大変面白かったです。
また、お話をお聞きしたいと思います。今西さんにはMBA
という初めて聞く言葉なんですけども、そこで大変努力
されて卒業されたようですけども、そこで得た知識を私
達にも開明して頂ければありがたいなと思っており、ま
た期待しておりますのでよろしくお願い致します。
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桜の植栽及び修景整備 贈呈式

日 時：令和3年3月26日（金曜日）13時45分～
場 所：ジャンカラ新大宮駅前店周辺
参加者：仲川市長、木村建設部長、田中土木監理課長、多田会長、髙野副委員長、

中嶌次年度会長、水野幹事、植村委員長、宮西さん、門脇さん、
鈴木さん、各委員会委員長

【贈呈式風景】
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ニコニコ箱 本日計 89,000円 累計 1,274,000円

多田 実 君 井口さん、今西さん、本日の卓話楽しみにしております。
水野憲治 君 井口さん、今西さん、本日の卓話宜しくお願いします。
北河原公敬君 今年初の例会出席となりました。修二会(お水取り)行法もコロナ禍無事

満行となりやれやれです。例会も早く以前通りに開会出来ることを祈っ
ております。

清岡義教 君 早いものでロータリーに入会させて頂き6年、そして3/20で46才になりま
した。今後共宜しくご指導下さい。

國原正記 君 本日、運営している保育園を卒園した山下君が、智辯の4番キャプテンと
して甲子園に出場し、勝利しました。次も勝てばニコニコします。まず
は初戦突破おめでとうございます。ニコニコ。

谷川千代則君 井口さん、今西さん、卓話よろしくお願いします。
中嶌 大 君 コロナのせいで確定申告も1ヶ月だらだら延長です。何もいいことがない

のでニコニコ!!
成田和哉 君 皆様ごぶさたしております。これからも宜しくお願いいたします。
平野貞治 君 賀寿のお祝いまことにありがとうございました。健康に留意致します。
増井義久 君 本日はお気づかいありがとうございました。ご評価いただけましたら幸

いです。
吉田英正 君 これだけ例会が無いと、再開される日が待ち遠しく、新入会員卓話も毎

回たのしみです。
ニコニコ協力 岡﨑真人 君 川端 昇 君 小西敏文 君 冨川 悟 君

中奥雅巳 君 平方貴之 君 宮坂勝紀 君 森山斗福 君
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●会報・雑誌委員会/國原正記

成田和哉 渡邊あきの webmaster/國原正記

今後の予定

4月6日 卓話（講師：毎日新聞社 奈良支局長 堀川 剛護 様、題名：「真実は一つ!?」）
4月13日 新入会員卓話（塚本 勝 君・郡 史朗 君）
4月20日 卓話（講師：NPO法人ワールドシップ 理事長 農澤 明大 様）、題名「未定」

◆例会変更・休会のお知らせ◆

〈平城京ロータリークラブ〉
2021年3月18日（木）例会より当面の間、開始時間を変更いたします。
（変更前）18:30開会 → （変更後）18:00開会

〈奈良東ロータリークラブ〉
4月7日（水） 桜花例会の為、移動例会
4月14日（水） あすかRCとの合同例会の為、日時・場所変更
4月21日（水） 定款第7条第1節dにより休会
※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〉
4月2日（金） 花見例会の為、時間・場所変更
4月16日（金） 定款8条1―Cによる休会
4月23日（金） 一泊例会の為、時間・場所変更
4月30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。

〈大和高田ロータリークラブ〉
4月6日（火） 例会開始時間変更 13:00～14:00
4月13日（火） 例会開始時間変更 13:00～14:00
4月20日（火） 例会開始時間変更 13:00～14:00
4月27日（火） 例会開始時間変更 13:00～14:00
※いずれもビジター受付は行いません。

〈桜井ロータリークラブ〉
3月31日（水） 定款7条-1節（d）適用による休会
※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〉
4月6日（火） 地区大会へ振替の為日時変更
4月13日（火） 会員のみ例会場変更信貴山成福院にて12時45分開会
4月20日（火） 会員のみ例会場時間変更信貴山みよしにて午後6時半開会
4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。

〈やまとまほろばロータリークラブ〉
4月8日（木） 定款第7条第1節dによる休会
4月29日（木） 定款第7条第1節dによる休会
5月6日（木） 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。


