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良き出会いを大切に！
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八尾東ロータリークラブ
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四
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つの
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スト
ト
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

ジョン F. ジャーム

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：中澤
剛
●幹
事：高橋 広一
●会報委員長：上山 惣太

＊3/11（土）
第 2125 回例会

「会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）

① 開会 点鐘

・懇親会」

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」
③ ビジターの紹介

於：国際会議場

10 階（会議）

12 階グラントック（懇親会）

④ 会員及び会員夫人誕生月祝

登録：13：00～13：30

奥田会員、池本夫人、谷村夫人

会議：13：30～16：50

⑤ 結婚記念日祝

大松

桂右会長エレクト

出席予定

池本会員、上山会員、大橋会員、木村会員
松本会員
2017 年 2 月 24 日（金）
出席報告

⑥ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」
⑦ 委員会報告

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2124 回

28 名

14 名

60.9％

第 2122 回

28 名

20 名

87.0％

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑧ 卓話

備 考
出席義務免除
6 名（出 1）
補
填
0名

｢八尾の魅力発見「やお市政だより」より｣
大橋 秀造会員
⑨ 閉会

ニコニコ箱
●辻盛様の卓話、楽しみにしています。

点鐘

中澤 剛会員
＊例会前：3 月度定例理事会

●辻盛さん、卓話楽しみです。

★例会後：第 2 回次年度理事役員会合

●辻盛会員、卓話楽しみにしています。
先週例会欠席のおわび。

鈴木 洋会員
森下 慶治会員

●辻盛さん「私の履歴書」頑張って下さい。
第 2126 回例会

前週例会欠席のお詫び。

3 月 10 日（金）

●辻盛会員、卓話楽しみにしています。

☆｢ロータリーの友｣紹介
辻田

奥田 長二会員
山田 哲男会員

摂広報・雑誌委員長

☆卓話「姉妹クラブ、そして共同奉仕事業」
鈴木 洋会員

●辻盛さん、卓話よろしく御願いします。
途中退席させて頂きます。

長尾 穣治会員

★例会場：八尾光町駅前ビル 8階 ℡:072(990)0511(代表） ★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 八尾光町駅前ビル内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

●今回合計

5,000 円

う事を報告させていただきます。
実際に転居するのであれば、良い場所で、良い

●累

計

652,010 円

条件のところが見つかれば、すぐにでも行動する
くらいの姿勢で考えていただく必要があります

会長の時間

ので、皆様、ご認識いただきますようお願いいた
します。

本日は、例会場についての報告をいたします。
いよいよ西武百貨店八尾店としての営業が 2/28
をもって終了となります。その後、この物件を引き

また、その場合、食事等含め現状と同じような
例会ができないという事もあり得ますので、併せ
てご認識いただきますようお願いいたします。

受け運営するザイマックス社の方向性が、現時点で

幹事報告

は確定していないというのが現状のようです。とい
うのも２月末日までは、西武の管轄という事で、ザ
イマックス社のスタッフですら西武の敷地内に入れ
ていないので、詳細が把握できないようです。
営業担当の話によると、この８Ｆの飲食フロアで、

①3 月の例会は 8 階の「五旬」店内で開催いたし
ますので、お間違えのないようお願い致しま
す。

継続される店舗は現在のところ３店舗と聞いてお

会員増強委員会より

り、退店される店舗の方が多いという状況です。

会員増強委員長 品川

このような状況から当例会場である「バンケット

芳洋

ルーム」の存続も不明で、また現在使用しているテ
ーブルや椅子、音響機器の使用もできるかどうかも

以前にお願いしていた会員増強アクションプロ

３月が過ぎてみない事にははっきりしないという事

グラムの成果について、下記の通りの日程で発

でした。

表をしていただきます。各班リーダーが、例会

あまりにも曖昧な状況が続く事もあり、３月の例
会については、
「五旬」様で開催する事を理事会で決

内の委員会報告の時間に発表出来るようにご準
備をお願いします。

定しました。
「五旬」様には個室は無く、スペースも
リーダー

限られ、音響機器も使用できず、一般の方が傍聴で

発表日

きるような場所での例会となりますが、例会中止と

4/14

1

中澤Ｒ

奥田Ｒ

谷村Ｒ

筒井Ｒ

いう事だけは避けたいとの思いで、
「五旬」様にご協

4/21

2

高橋Ｒ

石川Ｒ

品川Ｒ

木村Ｒ

4/28

3

山田Ｒ

辻盛Ｒ

辻田Ｒ

坂原Ｒ

5/12

4

髙岡Ｒ

池本Ｒ

長尾Ｒ

松本Ｒ

5/19

5

上田Ｒ

安田Ｒ

堀内Ｒ

鈴木Ｒ

5/26

6

大松Ｒ

桑田Ｒ

森田Ｒ

柳Ｒ

6/2

7

大橋Ｒ

上山Ｒ

森下Ｒ

武田Ｒ

力いただいた次第です。
４月以降については、これから検討が必要となり
ます。ザイマックス社の意向としては、
「バンケット
ルーム」のような共有フリースペースの運営は、基
本的な概念には無いという事なので、正直なところ
６月以降の契約も現実的ではない可能性が高くなり
ました。
馴染みのある場所での継続を希望していました
が、この希望は希望として持ちながら、現実的な行
動として、新居を探す必要性がより高くなったとい

それでも一年浪人を経て大阪市立大学に合格で
き、野球部に入部することができました。
大学でも一年生から主力選手として試合に出場

「私の履歴書」
辻盛

英一会員

でき順風満帆の大学生活を送れると思っていた矢
先、実家の果物屋が倒産してしまいました。
学費が払えなくなった私は退学を覚悟しました

奈良県奈良市に果物屋の長男として生まれ、両
親、９歳下の弟という家庭環境で育ちました。
小学生二年生の時に父親の勧め、というよりほ
ぼ無理矢理リトルリーグに入れられ硬式で野球
を始めました。
しかし小学校の時にキン肉マンが流行ってお
り、放送が日曜日であったこと、また、当時ビデ
オ録画が普及していなかったこともあり特段野
球が好きであったわけでもない私は一年も続か
ずにキン肉マンを選び野球を辞めてしまいまし
た。
このときの親の失意は大変なものであったと
のちに知ることとなります。
その後当時は空き地や公園でゴムボールを使
って野球ができたこともあり高学年に進むにつ
れて野球が好きになり五年生の時に再び軟式の
少年野球チーム入りました。
その後中学は地元の中学に進み、野球を続けま
した。
中学生の時はインテリヤンキーだったようで
す。都合の悪い記憶は消えています。
高校は県立奈良高校に入りました、ちょうど入
れ替わりの先輩が甲子園に出場したこともあり
甲子園を目指し一年生から四番打者として活躍
しました。
が、自分たちの代は最後の大会１回戦負けで終わ
ってしまいました。
野球で就職、または進学するつもりでいた私は
当然勉強しているはずもなく、奈良高校始まって
以来のでき損ないというレッテルをはられて「学
校の平均点が下がるからセンター試験受けない
で欲しい」と学校からたのまれる始末でした。

が、先輩の援助もあり野球を続けることができまし
た。
この時の経験が社会人になってからの私の人生
に大きな影響を与えてくれました。
まず就職は倒産の時に「こんな境遇の人を増やし
たくない」という思いから銀行に就職。
銀行でも法人の新規融資の担当をこの八尾の地
で二年経験し、その後九州で大企業向け新規融資を
担当しました。
そして二十八歳の時先輩の勧めもあり当時のア
リコに転職し中小、中堅企業の保険のコンサルティ
ング及び金融や M＆A のアレンジ等を行ってきまし
た。
リーマンショックや、震災などで親会社が代わっ
たり、倒産しかけたりと様々な経験をすることがで
きました。
そして昨年八尾東ロータリークラブに入会させ
て頂き新たな挑戦の機会を得ることができ、頑張っ
ていこうと思っています。

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY

