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8 月は会員増強・新クラブ結成推進月間
第 3177 回
◎
◎

本日（8/21）の例会

7 月度皆出席表彰

ソング・・・四つのテスト
卓話
IAC 海外研修報告
高槻中学高等学校インターアクトクラブ
顧 問 田中 敏博様
会 長 栁
蒼太様
副会長 三井 育俊様
副会長 張
東海様

入谷
飯田
飯島
松下

治夫君
哲久君
勝己君
浩章君

連続 5 年
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◎会長の時間
第 3178 回

次週（8/28）の例会

◎
◎

ソング・・・日も風も星も
卓話
並木 寛治君
「 私の履歴書 」
◎ メークアップについてのフォーラム
先々週（8/7）の例会から

◎ビジター
森田 真弘様
◎ゲスト
米山奨学生

高槻東 RC

計 1 名
学校経営

計 1 名
グエン・ティ・トゥイ・ユン様

◎出席報告
会員数
49

名

出席者数
39

名

出席率
86.05

％

前々回例会補正後出席率
73.81 ％
但し、 Mup 3 名
欠席者 11 名
出席規定適用免除有資格者 6 名

今月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。
ＲＩのマローニー会長は現在のロータリーの会
員の状況を「穴のあいたバケツ」と表現されました。
新入会員もおられるが、退会される方もおられるた
め会員数が増えていないということです。適確な表
現ですが、問題はさてどのようにして会員を増やし
ていくかということではないでしょうか。2660 地
区も高槻ロータリーも同じ問題を抱えています。
当クラブでも先月の例会で、外部卓話として地区
のクラブ奉仕・拡大増強委員会の藤井委員長に会員
増強に関する卓話を行って頂き、その後フォーラム
も行いました。当クラブでの会員増強に対する機運
も高まってきたと思っています。
今月は野村証券の並木様、北おおさか信用金庫の
髙木様に入会して頂きました。入会おめでとうござ
います。今後も継続した会員増強活動を行って参り
ますので会員各位のご協力をお願いいたします。
ところで先週の金曜日から昨日まで、2660 地区
のインターアクト海外研修旅行で当クラブの会員 9
名と共にタイに行ってきました。インターアクトク
ラブの高槻中学高等学校からは 2 名の先生と 9 名の
学生が参加をいたしました。総勢 119 名のツアーで
した。今回は高槻ロータリーがホスト役のため、私

ロータリーは世界をつなぐ
マーク・ダニエル・マローニー RI 会長

も多少緊張した旅でした。詳しくは後ほど青少年委員会
から報告はありますが、現地の高校でのインターアクタ
ー同士の交流、親睦や奉仕活動、またタイの文化を学ぶ
ための観光等盛りだくさんの催しで学生も喜んでいまし
た。3350 地区ガバナータノンサック氏をはじめ現地のロ
ータリアンから盛大な歓待をうけ交流を行うことができ
ました。タイが親日国で有るがゆえにこのように友好的
に出来たのかなとも思っておりますが、2660 地区のイン
ターアクト委員会の委員長はじめ委員会の方々、関係者
のご尽力のお蔭です。
私自身今回の研修旅行で、当クラブとしてインターア
クトクラブを通じて将来のリーダーとなるべき青少年の
育成に関わっていることに喜びを感じました。

◎幹事報告
・8 月ロータリーレート 1 ドル：108 円
・「2019 市民の健康・食育フェア」に￥10,000－協賛金
として振込致しましたが、高槻市健康づくり推進協議
会よりお礼状と領収書が届いておりますのでご報告い
たします。また、チラシも届いておりますので皆様へ
配布しております。
・
「国際ロータリー第 2660 地区 2019-2020 年度地区大会」
のご案内が届いております。回覧は 8 月 28 日の例会に
て回す予定です。
【2019 年 12 月 13 日(金)】
12：00～13：30 フレッシュロータリアン歓迎昼食会
14：00～15：30 開会式・クラブ表彰
15：30～17：00 会長幹事部門分科会
セッション 1
セッション 2
18：00～20：00 地区大会晩餐会
【2019 年 12 月 14 日(土)】
11：00～12：30 顕彰昼食会・記念撮影
12：00～
友愛の広場
13：00～15：30 本会議
15：30～16：00 休憩
16：00～17：30 公開シンポジウム
17：30
閉会
・茨木東 RC より概況報告書が届いております。後方テー
ブルに置いておりますのでご覧下さい。
・各ロータリークラブより「事務局夏季休暇のお知らせ」
が届いております。詳しくは事務局へご確認下さい。

◎委員会報告
〇クラブ運営委員会
坂野 信一
・本日例会後山水館に於きまして、18：00～情報集会、
18：30～新入会員歓迎会を開催致します。情報集会は
クラブ研修の主催、新入会員歓迎会はクラブ運営主催
と な り ま す 。 送 迎 バ ス は 、 高槻西武前京都銀行前
17：30 出発となります。ご参加の皆様よろしくお願い
いたします。
〇クラブ研修委員会
馬渕 晴彦
・先日も申し上げましたが、ロータリーの友は、横書き
は国際ロータリークラブが公式に発表した項目や特別
の報告事項を掲載、縦書きは地区の報告や趣味などが
掲載されています。8 月号の推奨記事として、横書き
の記事からは、P.3「RI 会長メッセージ」と、P.7～13
「クラブを活性化させる同好会 趣味を通してつなが
ろう！」
、縦書きの記事からは P.4「言葉の力」をご紹
介させていただきます。

新入会員のご紹介
氏
名
生年月日
勤 務 先

髙木 正一
S32 年 5 月 28 日
北おおさか信用金庫

職業分類
信用金庫
推 薦 者
小阪大輔 清水利男
趣
味
ゴルフ鑑賞
好きな言葉又は生活信条
正直
新入会員のご紹介
氏
名
生年月日
勤 務 先

並木 寛治
S51 年 8 月 21 日
野村証券㈱

職業分類
証券業
推 薦 者
橋本憲治 川面智義
趣
味
ゴルフ
好きな言葉又は生活信条
人生万事塞翁が馬

小阪大輔

〇青少年奉仕委員会
松下 浩章
・ 8 月 2 日(金)～8 月 6 日(火)IAC 海外研修でタイバン
コクに行ってまいりました。当クラブからは会員 9 名
にご参加頂き、現地で川面会員と松尾会員も合流して
いただきましたので、合計 11 名の参加となりました。
日本に戻ってきて、タイよりも大阪の方が暑いなと感
じました。タイは曇り気味だったという事もあります
が、今日の大阪の暑さはタイの暑さ以上だと思いま
す。子供達の交流事業では、迎えて下さったタイのロ
ータリークラブのおもてなしの気持ちがとても伝わ
ってきましたし、2660 地区のインターアクトの子供達
もそれに応えるように日本の文化を伝えようとみん
な一生懸命取り組んでおりました。とても感動的で良
い交流事業だったと思います。小阪会員、内本会員に
おかれましては、事前にタイへ下見に行かれたり、1
年程前から準備をしていただいたりと大変なご苦労
だったと思います。そして、研修中での想定外の出来
事への対応もとても見事でした。8 月 21 日(水)の例会
にて、高槻中学高等学校のインターアクトクラブより
IAC 海外研修の報告をして頂きますので、詳しい内容
につきましてはそちらをご覧いただければ良く分か
ると思います。よろしくお願いいたします。

◎卓話
「

アンケート調査について
広島県安芸高田市
米山奨学生

買物弱者予備軍への対策

」

生協の利用率

通信販売の利用率

グエン・ティ・トゥイ・ユン

自己紹介
•
•
•
•
•
•

名前：グエン・ティ・トゥイ・ユン
ニックネーム：おだんごゆんゆん
出身：ベトナム・ドンナイ(ホーチミン中心から北向き３０ｋｍ離れ）
今年で留学して４年目
現在、大阪産業経営学部商学科４年生
ゼミ：サプライチェーンマネジメント

大阪産業大学浜崎ゼミ

• やってみたい遊び：魚釣りとスキー
• 趣味：音楽を聴き・歌う
• 好きなアニメはあたしンちというアニメ

アンケート調査について
買い物に行くための移動方法
①徒歩
8%

⑥家族・
友人が運
転する車
8%

ベトナムについて
• ベトナムは日本と同じく南北に長い国
です。
• 人口：約9,600万人（2018年）
• 南部、中部、北部に分けることができ、
それぞれに雨期（ 5月～10月）と乾期
（ 11月～3月があります。
• ハノイ①など北部に位置する地域は四
季があり、1～3月は日本の晩秋くらい
の気温。
• 芸能：水上人形劇（小さな人形たちが
水の上で踊り、1000年の歴史を持つ北
部の伝統芸能）
• 民族衣装：アオザイ
• 国民的な花は蓮（はす）

②自転車
15%

⑤自分が
運転する
車
69%

大阪産業大学浜崎ゼミ

アンケート調査について
買い物に行く頻度

第10回物流関連ゼミ学生による研究発表会

平成30年11月17日(土)
⑤その他
4%

④週に一回
4%
③３，４日に
一回
13%

①ほぼ毎日
42%

安芸高田市 甲田地区住民
買物弱者予備軍への対策
②２，３日に
一回
37%

大阪産業大学浜崎ゼミ

城戸真貴、ユン、内山直樹、土川陽大
大阪産業大学/浜崎ゼミ
大阪産業大学浜崎ゼミ

アンケート調査からわかったこと

安芸高田市の概要
安芸高田市
537.75

可住地面積（㎢）

110.63

293.34

人口（住民基本台帳）

29,137

1,176,642

人口増加率

-4.27%

0.45%

生産年齢人口

50.35%

61.16%

老年人口比率

38.65%

23.39%

-12.07%

-3.39%

生産年齢人口増減率
平均年齢
世帯数（住民基本台帳）
高齢夫婦世帯数
高齢単身世帯数

地図出典：広島県ホームページより

広島市

面積（㎢）

•

スーパーへの移動方法が自動車（約70%）、自転車（15%）、徒歩（8%）
来店できている人の多くは、現段階では買い物に困っていない
ただし、５年後、１０年後、運転免許を返納した場合は困る
⇒ 買い物弱者予備軍

•

通信販売を利用していない方が多い。理由は商品を直接見たり、
触ったりできないので不安である
⇒ この購入習慣で無店舗販売がうまく行かない

906.68

53歳

44.4歳

13,120
2042
（約15.5%）
1908
(約14.5%)

545,265
59196
（約10.8％）
57117
（約10.4％）

Data出典：東洋経済新報社
「住みよさランキング」（2018）

大阪産業大学浜崎ゼミ

大阪産業大学浜崎ゼミ

調査概要

提案①乗合タクシー

【インタビュー調査】
・日時： 2018年8月28日（火）13:00～14:30
・場所： 安芸高田市商工会甲田支所会議室
・対象： 地域住民の方３名

乗合タクシーとは…
買い物や、通院など生活を助けるタクシー
「乗り合うこと」と「予約をすること」を条件に運行する
曜日ごとにコース、コースごとに金額を決めてホームページから発信する
大東市東部地域乗合タクシーは市内で５コース運行して
おり、基本利用料金は２００円、２３０円、２５０円の３種類
です。
ただし、小児・６５歳以上および身体障害者手帳・療育手
帳をお持ちの方などは半額となりますので、事前予約の
際にお伝えください。（２３０円の半額は１２０円、２５０円
の半額は１３０円となります。）

【アンケート調査】
・日時： 2018年8月28日（火）16:00～17:10
・場所： 甲田ショッピングセンター パルパ
・対象： パルパで買い物をされた御客様

また、下記のとおりコースにより運行曜日が異なりますの
で、事前確認のうえ、ご利用ください。
月・火・金曜日運行 北条北部コース、北条南部コース、
野崎コース
月・水・金曜日運行 寺川コース、中垣内コース

大東市ホームページより

大阪産業大学浜崎ゼミ

大阪産業大学浜崎ゼミ

提案②配置販売
【配置販売】
日本では江戸時代に始まった。販売員が各家庭に薬を入れた
薬箱を配置します。「置き薬」（おきぐすり）と言われ

【配置販売を応用したビジネス】
オフィスグリコ（菓子等）、オフィスおかん（惣菜等）
▲今年秋ごろより、世界一番売り上げる小売業であるWalmartは「in home
delivery（インホーム・デリバリー）」を開始すると発表しました。
【メリット】
・出店するよりもコストが安くすむ（企業側）
・計画的に訪問すれば輸送費を削減できる（企業側）
【買い物弱者対策として】
△ Walmart のin home deliveryサービスとはオンライン注文した品物が直
接自宅の冷蔵庫へ配達されるというもの。
△配置販売とは地元スーパー等は希望者の冷凍庫に冷凍の弁当、加工食
品を入り。週１回訪問し、使った分の代金回収と商品補充を行う。冷凍食品
以外の食品、日用品等は訪問時に「御用聞き」し、次回訪問時にお持ちす
る

大阪産業大学浜崎ゼミ

ご清聴ありがとうございました

◎卓話
「

私の履歴書

」

大角

敏子

【経歴】
（生年月日）・・・ 昭和 43 年 7 月 28 日、
（出身）京都市
京都生まれの京都育ち。5 歳から 3 年ほど父の仕事の
関係でドイツのデュッセルドルフで過ごしました。小
さかったこともありすぐにドイツ語を家族の中でも
一番話せるようになりましたが、残念ながら現在は全
く話せずの状態です。
（高校）平安女学院高等学校。硬式テニス部でお盆と年
末年始にしか休みがないほどハードに練習していま
した。女子校の厳しい先輩から指導を受け、今現在役
立っていることも多々あります。
（大学）同志社女子大学 学芸学部 音楽学科
（就職）平成 3 年現在のＳＭＢＣ日興証券に入社
一般的には就職活動をし、その中でご縁のあった会社
に入社するのが一般的ですが、音楽学科は少し違うとこ
ろがあり、一般企業を受ける人は少ないのが特徴でし
た。その中で私が証券業界を受けたのは相当珍しいよう
で､面接の際にはどこに行っても理由をしつこく聞かれ
ました。当時は大きな理由はなかったのですが、朝早く
起床し夜まで仕事をする一般企業を受けようと、そんな
単純な動機でした。金融業界を中心に受けておりました
が、コンサルティング業務にあこがれを持ち証券業界に
決めました。
初めは一般職での採用で地元の京都支店に配属。所属
8 年目に総合職に転換。全国転勤型に。
その後神戸支店・名古屋支店で営業管理職。いざ管理
職になってみると人の上に立つ事はとても難しいと感
じました。セールス時代の筆頭と同じ感覚で出来ると思
っていましたが､実際には全く違うもので悩んでいまし
た｡実際相当精神的に参っていたらしく、同僚から激し
く叱られ気付かされたこともありました。後にその同僚
からあの時はこの人は気がおかしくなってしまうので
はないかと心配されていたそうです。でも悩みがあり人
間は育つといいますが、あの苦しみがあったからこそ､
今こうしてロータリアンの皆様の前で話ができるのだ
なと、心から嬉しく思っています。

そしてこの次の移動で東京の練馬区にある大泉支店
に初めて支店長の職務、その後浦和支店で支店長を務め
ました。この 2 店舗の時に練馬西ロータリークラブ、埼
玉の浦和ロータリークラブに所属しておりました。3 ク
ラブ目ではありますが、1 つのロータリーの所属年数が
1 年半から 2 年半と短く、まだまだ分からないことだら
けです。ただ高槻ロータリークラブの皆様が一番親近感
をもって接してくださるので、本当にありがたく思って
おります。私もお役に立てるよう精いっぱい頑張りたい
と思います。
この高槻支店に赴任する前に本社で相続ビジネスや
法人の事業保険などを扱う商品部の部長を務めていま
した。そこで隣の部署にいたのが前々任者の佐々木で、
2 年間上司が同じ。今回高槻支店長を命ぜられなんか縁
があるよねと話しておりました。佐々木からも皆様に良
くしていただいた、よろしく伝えてほしいと言われてお
りましたので、この場を借りて伝えさせていただきま
す。
私の生きている人生の中、半分以上がこの日興証券で
過ごしています。少し日興証券の紹介をさせていただき
ます。
ＳＭＢＣ日興証券は、1918 年に、わずか 5 人でスター
トした小さな商店「川島屋商店」の創業に始まります。
2018 年 7 月、1 年前に創業 100 周年を迎えました。当社
の創業者 遠山元一は日本証券業協会連合会会長、東京
証券取引所理事会議長など業界の要職を歴任しました。
現在故郷の邸宅を財団法人遠山記念館（埼玉県比企郡川
島町）とし、敷地内に美術館を建てて長年にわたる貴重
な蒐集美術品を収蔵しています。平成 21 年 10 月から三
井住友フイナンシヤルグループの中核証券会社として、
総合的な金融サービスを提供しています。国内総合証券
会社として、質の高い商品・サービスの提供することに
加え、三井住友銀行と一体となって新たな銀証融合モデ
ルを創造し、お客さまにこれまで以上の価値を提供でき
るよう、「本邦ナンバーワンの証券会社」を目指してい
ます。当社は 2015 年 4 月に「いっしょに、明日のこと｡」
というスローガンを策定しました。このスローガンは、
当社が経営理念として掲げる「お客様を中心に考え、よ
り高い価値を提供する」「お客様と共に発展し、最高の
信頼を得られる会社を目指す｡」という考えを一言で表
したものです。今後も常にお客様に寄り添い、お客様の
ニーズを捉え、適切な提案をすることで、お客様に信頼
され、選ばれる証券会社であり続けたいと考えておりま
す。
そんな会社に入社し一般職から管理職になり、とても
悩み、考え、いい経験をし、私なりに成長できたのかな
と思っております。特に部下を持つようになってから、
ずいぶん自分が変われたように思います。私が入社した
ころと違い、現在はマネジメント能力が非常に問われて
います。場面に応じて、色々なマネジメントの仕方があ
りますが、常に相手が何を考え、どういう気持か、自分
なりに考え接するように心がけています。そんな中ぶつ
かり合うことも多々あります。ぶつかり合った時はとこ
とんお互いが納得するまで話し合うをモットーとして
おります。時には 2 時間・3 時間かかったり、お互い泣
きながら怒鳴りあったこともありました。でも意外とそ
んな部下とは信頼関係が深まり、今でも付き合いがあり
ます。相手のことを真剣に想い接することが出来れば、
どんなにきついことを言ったとしても、後々には必ず相
手に伝わると信じています。特に叱ることはとてもパワ
ーがいります。相手に言おうかやめようか悩み、寝むれ
なかったことも多々ありました。しかしながら後々「あ
の時叱ったもらったこと感謝します。育ててもらって有
難うございました｣この言葉をもらった時は苦しかった
ことが吹っ飛びます。苦しいこと、悲しいことたくさん
今までありましたが、でもそれ以上に喜びや楽しみなど

得るものが多くありました。私なりに成長できたのかな
と思うところもありますが、それはすべて周りの人に恵
まれたからだと感謝しています。上司だけでなく、部下
にも、そしてこのクラブに入会させていただき、皆様と
出会うことができた事にも感謝し、また成長できると確
信しております。人への感謝の気持ちを忘れずに、初心
に帰り、熱い気持ちを持って頑張りたいと思っている今
日この頃でございます。
以上だらだらとお話ししてしまいましたが、最後にこ
のクラブに入会させていただきとても光栄に思ってお
ります。お役に立てるかわかりませんが、明るく元気に、
熱い気持ちをもって頑張りたいと思っております。ま
た諸先輩方に色々なお話を聞かせていただきながらた
くさんの引き出しをもっている人間になりたいと思っ
ております。若輩者ではございますが、今後とも何卒よ
ろしくお願いいたします。

◎例会後の行事
〇情報集会開催（於：山水館）
18：00～18：30
参加人数 26 名
〇新入会員歓迎会（於：山水館）
18：30～21：00
参加人数 26 名

◎ニコニコ箱報告
・誕生記念内祝
本多君、川畑君、白石君、山口君
・入会記念内祝
橋本君、羽根田君、井前君、
岩井君（足でまといにならないよう気
をつけます）

小阪君
・創業記念内祝
入谷君、河合君
・遅ればせながら、65 周年事業の打上げ会を催してい
ただきありがとうございました。皆さんも苦労が吹き
飛んだと思います。
藤井君
・インターアクト海外研修に行かせて頂きありがとう
ございました。とてもすばらしかったです。 藤田君
・並木さん、髙木さん、高槻 RC へようこそ！ 橋本君
・並木様、髙木様、御入会おめでとうございます。
入谷君
・インターアクト海外研修に御参加の会員の皆様、お疲
れ様でした。
入谷君
・並木さん、髙木さんの入会を祝して。
片山君
・インターアクト海外研修終わりました。参加頂いた皆
様ありがとうございました。
小阪君
・髙木様、並木様、入会おめでとうございます。今後共
よろしくお願いいたします。
小阪君
・髙木さん、入会おめでとうございます。
香西君
・インターアクト海外研修参加させて頂きました。子供
達のがんばりに感動させられました。
松下君
・並木様、髙木様、高槻ロータリークラブへようこそ。
会員の皆様、会員増強ご協力心よりお願い致します。
長山君
・今日より入会となります。宜しくお願い致します。
並木君
・髙木さん、並木さん、ご入会おめでとうございます。
大木君
・高槻東 RC 森田先輩ようこそお越しくださいました。
大木君
・本日の卓話つたない話ですがよろしくお願い致しま
す。
大角君

・髙木さん、並木さんをお迎えして！
清水君
・この度は歴史と伝統のある高槻ロータリークラブに入
会させて頂きありがとうございます。今後ともご指導
宜しくお願いします。
髙木君
・髙木さん、並木さん、ご入会おめでとうございます。
これからもよろしくお願いいたします。
内本君
・IAC 海外研修おかげさまで無事終りました。ご参加い
ただいた皆様ありがとうございました。小阪さん、本
当にお疲れさまでした。
内本君
・この度初めて大阪府から昨年度完成工事の最優秀表彰
をいただきました！高槻まつりも盛り上げました。
浦中君
本日の合計
7/1 よりの累計
◎R 財団への寄付
本多
了君 ￥5,000川畑 孝彦君 ￥5,000片山美智子君 ￥5,000西田 直弘君 ￥10,000内本
繁君 ￥5,000-

岩井
河合
松下
白石
山口

￥
￥

150,000375,000-

祐造君
一人君
浩章君
純一君
誠君

￥5,000￥5,000￥5,000￥5,000￥5,000-

本日の合計
7/1 よりの累計
年次基金会員より
年次基金ｸﾗﾌﾞより
ポリオプラス会員より
一人当たり平均

￥
￥
￥
￥
￥

55,000173,460135,00033,4605,000＄32.78

◎米山奨学会への寄付
羽根田茂子君 ￥5,000- 川畑 孝彦君 ￥5,000香西 徳治君 ￥5,000- 西田 直弘君 ￥10,000長山 正剛君 ￥5,000-（ユンさんいらっしゃいませ）
浦中 郁文君 ￥5,000- 山口
誠君 ￥5.000-

本日の合計
7/1 よりの累計
会員より
ｸﾗﾌﾞより
一人当たり平均
◎青少年育成基金への寄付
藤田 貴子君 ￥5,000- 井前
松下 浩章君 ￥5,000- 内本
山口
誠君 ￥5,000-

￥ 40,000￥ 200,000￥
80,000￥ 120,000￥
4,082-

憲司君
繁君

￥5,000￥5,000-

￥
￥

25,00050,000-

本日の合計
7/1 よりの累計

◎8/7 卓上花
ピンクバラ

…しとやか

入才ラン

…素直
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28

私の履歴書 （並木君）
メークアップについてのフォーラム

4

記念月御祝/卓話（田渕君）

定例理事会

基本的教育と識字率向上月間

11

外部卓話（山崎修一氏）

長期戦略委員会（事務局）

ロータリーの友月間

18

大阪西南 RC 地区大会 RR
卓話（長山君）/私の履歴書（髙木君）

25

卓話（藤井君）

＊社会奉仕委員会

2

委員会例会/移動例会（於：山水館）18：00～

経済と地域社会の発展月間

9

第 2 回ガバナー補佐訪問
記念月御祝/卓話

16

卓話

23

ガバナー公式訪問

30

定款による休会

9
月

10
月

内

容

例会後の行事

備

考

＊クラブ組織委員会

クラブアッセンブリー
定例理事会
職場見学
（JT 生命誌研究館）

米山月間

＊職業奉仕委員会

