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新しく生まれ変わろう
―クラブルネッサンス

四
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言行はこれに照らしてから
1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
3. 好意と友情を深めるか
4. みんなのためになるかどうか

Rotary International
国際ロータリー会長

バリー・ラシン

第 2214 回移動例会
ＩＭＲＤ開催に伴い、日時、場所変更
◎移動例会 12：00-13：00
於：個室和食 旬和席 うおまん
なんばパークス店（なんばパークス７階）

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：品川 芳洋
●幹
事：堀内 伸也
●会報委員長：高岡 正和

2019 年 3 月 1 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2213 回

27 名

14 名

66.7％

第 2211 回

27 名

16 名

72.7％

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
2名

① 開会 点鐘
② 会務報告

ニコニコ箱

｢会長の時間｣「幹事報告」

●ダウンタウンマニラＲＣ訪問団の皆さん、お疲れ

③ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
④ 閉会

様でした。
奥田さん、卓話楽しみにしています。

点鐘

品川 芳洋会員
◎ＲＩ第 2660 地区 ４組ＩＭＲＤ

●・誕生月祝、ありがとうございます。

13：30-16：30
＜ホスト：大阪なにわＲＣ＞
於：スイスホテル南海大阪 8 階 ｢浪華の間｣

・本日の卓話つたない話になると思いますが、よ
ろしくお願いします。

奥田 長二会員

●・奥田さん、卓話楽しみです。
・結婚記念日お祝いありがとう御座います。

第 2215 回例会

大橋 秀造会員

3 月 15 日（金）

●奥田さん、卓話聞かせて頂きます。

☆｢ロータリーの友｣紹介
浅井

寿徳広報・雑誌委員長

☆卓話

ダウンタウンマニラＲＣ式典参加の皆様、お疲れ
様でした!!

桑田 タア子会員

「障害者家族の未来のために
～知って欲しい『親なきあと』のこと～」
Office ニコ

障害者の家族による

『親なきあと』『親あるあいだ』の相談室
代表

藤井 奈緒氏

★例会前：第 3 回次年度理事役員会合

3 月誕生月祝
奥田会員

3 月結婚記念日祝
大橋会員

★例会場：LINOAS（リノアス）8階 バンケットルーム 〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番
★例会日時：毎週金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 LINOAS（リノアス）8階 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

●今回合計

7,000 円

心の中では×のような場合でも、社会づくりのた
めには声高に反対の声をあげることだけはしな

●累計

497,000 円

いでおこうと思っています。

会長の時間

幹事報告
【配布物】

最近世間を騒がせているのは、自分たちが住むとこ

①週報

ろに歓迎できない施設の建設に反対する地域住民た
ちの運動です。
いわゆる NIMBY(Not in my backyard ―必要なことは

【回覧】
①ガバナー月信（3 月号）

分かるが自分の裏庭にはやめて欲しい―)の動きは
日本だけでなく先進国でも起きているようですが、
ここ日本は住宅が密集する地域が多いだけに深刻な

【連絡事項】
①次週 3/9（土）ＩＭＲＤに伴って移動例会

問題を引き起こします。
公共のごみ処理施設、斎場等、誰もが歓迎できない
施設から、保育園など、どうして反対するのかと、
当事者でないとちょっと理解できないようなケース
もあります。

「想い出」
奥田

長二会員

反対するといっても○△×で選別すると、いろいろ
な場合があり、あてはめられない時代を反映する切

今年数え年で卒寿を迎えて過ぎし日を振り返り

実な問題も起きています。

此れで良かったのか？

以前、話題にしました東京港区南青山に建設される

今回は官公庁（主として大阪府）との取引につい

児童相談所建設反対運動については、児童虐待が大

て（社内での 1 チーム担当）

きな社会問題になっている時だけに、地域エゴだと

知人から府立泉大津高校で学生食堂の新設工事

いう捉え方が大勢で、世間からはあまり理解が得ら

をしているが一度参加して見たらと。参加するに

れていないようです。

は官公庁での実績が必要になる。大阪ガス堺支社

摂津市では、外国人労働者向けの教育施設が反対さ

長に話して大ガスが入札に参加落札。その下請け

れています。労働力が不足していく今の日本社会に

として始めて厨房の仕事をする。ガス機器は熟知

とって将来的に外国人労働者を必要とする日本にと

しているが厨房機器の名称、性能など殆ど判らず

っては、ごく当たり前の施設に思えるのですが、現

必死に勉強し完成。実績が出来た。

実は単純なものではないようです。

続いて堺東高校の学生食堂新設に伴う競争入札

つい最近、
「看取りの家」建設反対というケースがあ

に参加、落札。懸命に取り組み完成。丁度その頃

ります。超高齢化社会を反映する深刻な問題がクロ

府立登美丘高校でも厨房工事をして居たが施工

ーズアップされました。

業者が失敗し頓挫。是非後を見て欲しいとの事で

通常の反対理由ではなく、高齢者の住人から「近く

着手、完成。そんな話がロコミで各校に広がる。

自分がたどる姿を見るよう」という理由での反対が

その頃毎年新設校が 3～5 校多い年は 12 校の時

あるようです。身につまされる思いがします。

も。その内に学生食堂の機器の配置、ガス、給排
水、排気の図面も自分で作成提案する様になる。

将来的に自分が NIMBY の対象となるような状況に遭

今ではキャドで簡単に出来るが当時はドラフタ

遇した場合、どのような態度をとるのだろうか？

ー、三角定規、雲形定規、コンパス、烏口などを

使って…。

コンで簡単に処理出来るが）全員配達業務。そんな

府立高校と養護学校で当社の評判が全てロコミ

時オイルショックで品薄。大変苦労。

で広がり次々と依頼が有り訪問。ガス機器、厨房

本業順調。サイドビジネスとして、建売住宅を目指

機器、設備全般について提案。校舎平面図を頂き

し建築業栄進住宅（株）を設立。宅建の許可等で約

現有の各機器の設置場所、機種、修理の経歴など

1 年半かかり、その間に業界の不振を知り、当分開

を記入、各校ごとのファイルにして自社保管。い

業見合わせ。

ろいろ要望に即答出来るようにした。結果約 5 年

リフォーム会社シェモア八尾設立。（正社員 1 級設

で全校と取引。（最終 185 校）

計士 1 名 2 級設計士 2 名）出足好調。

府立校での業績を聞いて府立羽曳野病院から電

設備会社（有）浪速設備建設設立。（正社員 5 名、

話が有り訪問こちらの提案と病院の思いが一致。 協力会社数社で発足）
その時病院が洗浄機を購入の為メーカーと交渉

もう 1 つ保育所の経営を考え用地も確保。建築の為

されていたが直販しないとの事で自社を通して

他の保育所十数園の施設その他の見学に訪問。結果

となり、地階と 12 階に設置工事。12 階の防水に

私の力量では出来る仕事でないと断念。（命を預か

は苦労したが完成、その結果、出来栄えが府立各

る仕事）

病院に伝わり次々と仕事を頂く事になる。

府教育委員会から全校の改善必要機器の概算見積

その後 1 年程して羽曳野病院の地階給食調理場

の依頼、約 6 億円必要と返答。予算の関係上 2～3

（約 300 ㎡）全面改修になり屋外の仮設調理場に

年掛かるなあ…との事。

機器の移設、地階の完成後。機器の新設。ガス工

そんな話のある時大ガスの上層部から呼び出され、

事など別入札で温冷配膳車（54 膳仕様定価＠370

ガス転換無事終了。

万円）22 台など全面的に受注。

記念にエリア全域で 5 億円程度の寄付を考えている

成人病センター、母子医療センター、府立病院（現

が何が良いか？の相談あり。高校の家庭科教室にガ

急性期総合医療センター）中宮病院（現精神医療

ス器具レンジ、ボイラーなどの現物寄付を提案、決

センター羽曳野病院（現呼吸器医療センター）府

定。（大阪府 2 億円相当）府との前打合せを私がし、

立 5 病院の給食設備全般請負。

その後大阪ガスより正式に寄付申し入れ、大阪府受

一例として中宮病院に連続炊飯器（能力毎時 800

諾。施工費は大阪府負担。

食）温冷配膳車 20 台、病棟全室にガス空調設備

この寄付案件について対象校が施工業者指名。全数

等受注。府立病院で温冷配膳車（54 膳仕様）25

当社指名。

台、プレハブ冷蔵庫（広さ庫内 100 ㎡）食器洗浄

寄付によるレンジや、ボイラーの入替え対象校で経

機の設計コンペ当社設計分採用入札、等全部受

年の調理実習台の入替えの為入札あり、1 回目不調。

注。

2 回目或る業者が数字を間違え 9500 万円で落札した

母子医療センターの一般食堂全面改修工事（調理

が翌日辞退。2 番札の当社に決定。寄付物件と同時

機器、ガス、給排水、排気）受注。

施工。

成人病センターの厨房機器の順次取替え、温冷配

大阪ガスで新型カマド炊き炊飯器発売。記念に府立

膳車、下膳車等の受注など。

普通 120 校に寄付を、と私が提案。（現状はガス、

どの病院も患者への給食は 1 回 500 食前後が 1 日

電気半々の状況 これを全部ガス炊飯器に替え、ガ

3 回。機器の保守が肝要（病院は全て夜間工事 PM8

スの良さを体感して頂く為）1 校当たり 5 合炊 9 台

時～AM3 時）

（定価＠54,000）〔（54,000×9）×120〕。大きな金

別に職域販売を考え大阪市交通局、大阪府警、NHK

額になるが大ガス了承、当社全数対応。

他数社と交渉、決定。予想以上の反響。連日多数

堺市で O157 中毒事故発生。保健体育課から養護学

の配達伝票が郵送されて来る（今なら FAX とパソ

校の給食の見本保管 5 日間の為のフリーザーバッグ

を至急何とか。大阪の業者の在庫売り切れ。他県の
知り合いの業者に手配。此れには大変苦労したが何

⇒2019 年 5 月 10 日（金）より、例会場を
『かがやき』へ移動して行う
⇒例会時間は変更なく、通常 12：30～13：

とかご希望の数量を確保各校に納品。
今まで披露しましたのは 50 年間の官公庁（大阪府）

30 で行う
⇒事務局の契約は半年更新に変更

との取引のほんの一例です。
登録先（大阪府、大阪市、守口、東大阪、八尾、藤

⑦ダウンタウンマニラＲＣとの共同奉仕事業

井寺、羽曳野、松原各市）
官公庁との取引の為、特に、贈収賄、談合に、違反
なきよう注意した。
※原則

手形取引（受取、振出）はどんな良い話で

も一切お断り、が私の信条

の件
⇒4/27（土）に開催される総代生への贈呈
式を共同奉仕事業とするが、今回は当ク
ラブより参加者がいないため、奉仕予算
は送金予定。

※どんな現場でも使う身になって
ご満足の頂ける販売、施工を心掛けて対応。

⑧バナー作成の件
⇒承認（管理費の予備費で計画）20 万予算

3 月度定例理事会報告
幹事：堀内

伸也

⑨パソコン購入の件
⇒承認（管理費の予備費で計画）15 万予算

●日

時：2019 年 3 月 1 日(金)
例会前

●場

11：30～12：30

所：リノアス 8 階

バンケットルーム

●出席者：理事役員 6 名

オブザーバー1 名

⑩その他 ⇒なし
以上

フィリピン ダウンタウンマニラＲＣ
40 周年記念式典訪問報告

案件：
①会計報告 2 月分 ⇒承認
②次年度委員会構成の件（長尾会長エレクトより）
⇒承認

国際奉仕委員長 安田

憲司

今回、ダウンタウンマニラＲＣ40 周年記念行事
に参加させていただき、堀内幹事、鈴木会員、石
川会員、山田会員とご夫人のまゆみさん、森下会

③2019 年決議審議会

決議案の件

⇒今回提出なし

員、事務局の山本さんと私、国際奉仕委員長・安
田の、総勢 8 名で、2 月 21 日早朝、関西空港か
らフィリピン・マニラに向け、定刻より１時間遅

④地区補助金事業の件
⇒辻盛 R と近日中に打合せをする
（スケジュールなどの具体的打合せ）

れのフィリピン航空 PR407 便で出発、午後、無事
に、フィリピン・マニラ、
ニノイ・アキノ国際
空港に到着しました。

⑤4/5（金）、親睦旅行に伴っての例会時間変更
の件（11：30-12：30 へ変更）⇒承認

そして、空港ではダウン
タウンマニラＲＣの
スタッフに、横断幕で

⑥会場及び事務局の件
⇒ザイマックス様より、5 月以降バンケットル
ーム使用不可との連絡あり

歓迎していただき、
その後バスで、宿泊先
ザ・マニラ・ホテルに

移動し、ホテルにチェックインしました。

でした。

又当日は、夕刻より歓迎式典、友好の夕べ

買い物ツアー後、アウトレットモールで昼食、その

（Fellowship Night)に招待していただき、フィ

後ホテルにて休憩、午後 5 時半にホテルフロント集

リピン・現地料理と民族舞踊にて、歓迎していた

合、マニラホテル内パピリオンホールにて開催、今

だきました。

回 訪 問 メ イ ン 行 事 で あ る 40 周 年 記 念 式 典

※場所は、ホテル近くの、バルバラス（Barbaras)

（ANNIVERSARY Night)に、正装で出席、主催者ダウ

と言う、レストランです。

ンタウンマニラＲＣを始め、5 ヵ国より総勢約 300
名参加での、華やかな雰囲気で、各クラブ会員と友
好を深め、式典が無事終了しました。

翌日、22 日 7 時に、ホテルフロント集合、バスに
て、アギナルド神社、イログ・マリア養蜂場、リ
ッジ公園で昼食、ガラス彫刻美術館見学と、マニ
ラ近郊観光をしました。
※このバス観光では、フィリピン警察白バイが道
案内してくれて、この VIP 待遇には、一同びっく
りしましたが、貴重な体験です。

また、夕刻より宿泊ホテル近郊のリサールホテル
内 インペリアルコート内中華レストランで、豪
華な歓迎夕食会に出席し、ダウンタウンマニラＲ
Ｃ元会長で昨年訪日
された、ＰＤＧの
ベンチュラー夫妻も
歓迎してくださり、

24 日は早朝より、ホテルをチェックアウトし、ダウ

それから、岩国西ＲＣ

ンタンマニラＲＣ会員の見送りを受け、ニノイ・ア

メンバーとも名刺交換したり等、楽しいひと時を

キノ国際空港より、フィリピン航空 PR408 便で、夕

過ごしました。

刻関西空港到着、帰国しました。
国際奉仕委員長としての大役を無事に果たせたの

23 日午前中は、マニラ市内のアウトレットモール

は、堀内幹事・鈴木パストガバナー補佐、石川会員・

で、前日合流した、フィリピン語学留学中の山田

山田会員夫妻と息子さん、森下会員、事務局 山本

会員夫妻の息子さんも

さんのお蔭であり、誠に感謝の念でいっぱいです。

含め 9 名で、買い物

６月にはロータリー国際大会が、ドイツ・ハンブル

ツアーしました。

クでありますが、今後共、宜しくお願い申し上げま

＊皆さん、高級お土産、

す。

たくさん買っていた様

以上

2019～2020 年度委員会構成表

穣治
芳洋
義一
伸也
摂
剛
正和
洋
長尾
品川
石川
堀内
辻田
中澤
高岡
鈴木
穣治
義一
堀内

伸也
辻田
中澤

摂
剛
副幹事

会
長
会員組織委員長（直前会長）
職業奉仕委員長・会長エレクト
クラブ運営委員長・会場監督・副会長
幹
事
会
計
奉仕活動委員長
理
事
長尾
石川
会
長
会長エレクト
副 会 長
兼会場監督(SAA)
幹
事
会
計

理事会（7 名から 9 名）
役員（5 名）

クラブ運営委員会
（ 堀内
副会長が兼務）

会員組織委員会
（品川会員組織委員長）

職業奉仕委員会
（石川会長エレクトが兼務）

奉仕活動委員会
（高岡奉仕活動委員長）

例会運営委員会
桑田委員長
親睦活動委員会
委員長
堀内
プログラム・会報委員会
大松委員長

会員増強委員会
職業分類を含む )
(
辻盛委員長
会員研修・情報委員会
会
(員選考を含む )
品川委員長

◎ 堀内
Ｒ・上山Ｒ・石川Ｒ・桑田Ｒ
◎高岡Ｒ・陣田Ｒ・鈴木Ｒ・大松Ｒ

◎安田Ｒ・中澤Ｒ・上田Ｒ・辻盛Ｒ

◎高橋Ｒ・浅井Ｒ・森下Ｒ・品川Ｒ

木村会員・坂原会員

森田会員・山田会員・柳会員

環境保全

上山会員

浅井会員

池本会員・松本会員

青 少 年

上田会員

広報・雑誌委員会
安田委員長

団

森下会員

奥田会員

財

山

石川委員長

社会奉仕委員会
大橋委員長

国際奉仕委員会
高橋委員長

米

