
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

 

◎ 国歌・・・・君が代 
◎ ソング・・・奉仕の理想 
◎ 誕生、結婚、入会記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 卓話  田渕 謙二君 

「知っていると役に立つＪＫ事情について」 

◎ 例会後の行事 

   9 月度定例理事会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3179 回 本日（9/4）の例会 

 

 
◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 外部卓話  
   株式会社トップ支援  
   代表取締役会長 山崎 修一様 

  「 あなたの会社、「次世代」大丈夫ですか？ 」 
◎ 例会後の行事 
   長期戦略委員会 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3180 回 次週（9/11）の例会 

No.8  2019 年 9 月 4 日 発行 

マーク・ダニエル・マローニー RI 会長 

 

 

 

ロータリーは世界をつなぐ 

 

会員数 出席者数 出席率 

49 名 36 名 81.82 ％ 

前々回例会補正後出席率  88.89 ％ 

但し、 Mup 1 名   欠席者 5 名 

出席規定適用免除有資格者 4 名 

 

 

 

 

 

 

先週（8/28）の例会から 

◎ゲスト・ビジター            計 1 名 
 

坂井 利孝様  高槻東 RC  不動産開発 
 

四つのテスト 

Ⅰ．真実かどうか 

Ⅱ．みんなに公平か 

Ⅲ．好意と友情を深めるか 

Ⅳ．みんなの為になるかどうか 

THE ROTARY CLUB OF TAKATSUKI  国際ロータリー 第２６６０地区 

事務所 オーロラモール高槻西武６階 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 

    TEL 072-683-1158 FAX 072-683-1174 

    E-mail takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

例会場 オーロラモール高槻西武６階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 入谷治夫 幹事 小阪大輔 クラブ運営委員長 内本繁 会報担当副委員長 大木城司 
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２０１９～２０２０ 

  

高槻ロータリークラブ 

 

9月は基本的教育と識字率向上・ロータリーの友月間 

９月度 記念月御祝 

 

◎誕生記念 

   藤井 敏雄君   西田 直弘君 

   光本 智輝君 

 

◎結婚記念 

   長井 正樹・慶子ご夫妻    20 周年 

 

◎入会記念 

   馬渕 晴彦君          5 周年 

   早川 博之君          3 周年 

９月度 創業記念月御祝 

  

 藤井 敏雄君 

  サンスター㈱   Ｓ.16.9.3   78 周年 

 古川 大介君  

  ㈱ダイキョウ   Ｓ.43.9     51 周年 

 松下 浩章君 

  ㈱松下建設    Ｓ.44.9.3   50 周年 

 長山 正剛君 

  摂津観光㈱     Ｓ.47.9.4   47 周年 

  

mailto:takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp


  ◎会長の時間 

 

昨今の世界情勢を見ていますと大きな問題をかかえ
ています。米中の貿易戦争は長引いて、終結の兆しが
見えません。自国第一主義のトランプ政権は中国への
制裁関税を課し、それに対して中国も対抗している状
況が続いています。トランプ大統領が知的財産権問題
等で中国に憤慨していることも分かりますが、なぜ話
し合いで解決できないのでしょうか？お互いに叩き合
いをしていては、両国の経済的にもまた企業にも打撃
をもたらすだけです。また最近では日韓問題も発生し
ているのも皆様ご承知のことです。日本を訪れるに韓
国人が激減し、韓国では日本製品の不買行動が広がっ
ている様です。このようなことも両国にとって良くな
いことです。いずれの問題も自国第一主義に問題があ
るのではないでしょうか？ロータリー四つのテストの
みんなに公平か、みんなの為になるかどうか、をつね
に考え、行動したら解決するのではないでしょうか。 
ところで話はかわりますが、今日はメークアップの

フォーラムが予定されています。 
皆様ご存知のことと思いますが、規定審議会におい

てクラブと地区に関連する多くの重要な変更がなされ
ました。そのなかで出席に関し、ロータリアンは、欠
席した例会のメークアップを同じロータリー年度内に
行うことができます（19-35）とあります。これは今ま
での前後 2 週間とされている規定に対して大きな変更
です。 
このことに関して 2660地区は異論を唱え、従来通り

の前後２週間のメークアップを推奨するとの文書が各
クラブに配布されました。私もこの考えに同意したく
思いますが、反対の立場の方もあると思います。これ
はクラブ細則の変更にあたりますので、理事会の決定
と総会での出席会員の 2/3の賛成が必要になります。 
そこで今日は、メークアップについての知識を高め

て頂くと同時に、メークアップ可能な期間を欠席した
例会と同一の年度内にするか、前後 2 週間とするかに
ついての議論をいただき、また皆様の方のご意見をお
聞かせいただく時間を、例会後半に設けました。よろ
しくお願いします。 
 
 

◎幹事報告 
・茨木西 RC より、概況報告書と創立 25 周年記念誌が
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。 

・高槻まつり振興会より、「高槻まつりご協賛のお礼」
が届いております。 

 

 

◎委員会報告 

〇職業奉仕委員会            香西 徳治 
・平成 30 年 2 月のＩＭ2 組ロータリーデーにおいて、

JT 生命誌研究館の中村桂子館長に「人間として生き
ものとして生きる」をテーマに記念講演をして頂き
ましたが、今回実際に研究館を見学し、生きるを体
感するため「JT 生命誌研究館」職場見学会を実施い
たします。回覧を回しますので、皆様奮ってご参加
お願致します。 

【日 時】令和元年 10月 16 日（水）14：00～15：30 
      ※例会終了後、徒歩で現地へ移動 
【内 容】JT生命誌研究館の 

① 概要説明 
② ガイドによる展示紹介 

 

 

 

〇国際奉仕委員会            清水 利男 

・公益財団法人米山梅吉記念館より「全国一人 100 円募

金運動」の協力依頼が届いております。回覧いたしま

すので皆様御協力よろしくお願いいたします。 

 
〇青少年奉仕委員会           松下 浩章 
・高槻中学高等学校文化祭が開催されます。インターア
クトクラブの皆さんが展示をされておりますので、ぜ
ひご来場のいただきご覧になっていただきたいと思
います。入場には事前登録が必要となりますので、お
申し出ください。 

 【場 所】 高槻中学高等学校 

 【日 時】 9 月 15 日（日）13：30 

 【集合場所】 正門前 

 【参 加 費】 無料 

 

 

◎卓話 

 

「 私の履歴書 」        並木 寛治 

 

野村證券高槻支店の並木寛治でございます。 
伝統と格式のある高槻ロータリークラブ入会の承認

を頂き誠にありがとうございました。今回は卓話という
ことで「私の履歴書」を紹介させて頂きます。 
私は昭和 51 年 8月 21 日に高槻市（富田団地に家があ

ったそうです）で生まれ 3歳まで過ごしました。当時の
記憶は殆どなく、時折公園に来る紙芝居を水飴は買って
貰えず他の駄菓子を食べながらお話しを聞いていた事
と奈良県に引っ越す日に味噌汁をこぼしお腹に大火傷
を負った事くらいです。丁度、奈良県に引っ越しをした
のが 40 年前になりますが、野村證券高槻支店は今年 40
周年を迎えます、私が引っ越しをした年に高槻支店が出
来た事も何かの縁だと思っています。 
さて、ここで私の父と母について少し触れたいと思い

ます。私の父は満州で生まれ敗戦前の幼少期に日本に戻
り四国の高専を卒業しニチメン（現双日）に就職したと
聞いております。母は大分の湯布院で生まれ祖父の仕事
の都合で大阪に、父と同じくニチメンに就職し結婚した
と聞いております。したがって今でも私の叔父は南茨木
に住んでおり、母方の祖父と祖母は茨木に住んでおりま
した。私の幼少期の夏休みは祖父と祖母の家で過ごすこ
とが多かったので今でも営業で近くと通ると幼少期の
思い出が蘇ります。 
話を私に戻します。奈良県の大和高田市（現在の実家）

に引っ越した私は自然豊かな（今でもですが）場所で、
両親もあまり勉強にうるさくなくのびのび育ちました、
小学校の 1年生までを奈良で過ごした私は父の転勤でロ
ンドンに 5年生まで行く事になりました。当時の私には
ちょっとワクワクする出来事であり朧気ながら将来は
パイロットになりたいと思ったのもこの頃だったと記
憶しております。 
ロンドンでは 3 年弱を現地の小学校で過ごし、残りの

1 年は日本人学校に通いました。現地の学校では英語が
話せないため午前中は英語を専門に勉強するランゲー
ジセンター（語学学校のようなもの）に通い、午後から
授業に出るような学校生活でした。現地では白人、黒人、
インド人やイスラム系、ユダヤ系など様々な人種が集い
生活をしていたので幼少ながら様々な人種や文化に触
れる事が出来たことはその後の私の人生においても貴
重な経験となりました。 
ロンドンから帰国した私は元の奈良県大和高田市にも
どり日本での生活が始まりました。正直、ロンドンから
帰ってきた事や話し言葉が東京（関東からの人が多かっ
たため）の言葉になっていたことから揶揄われることが 

 

 

 



 

 

  

多く、馴染むまで少し時間を要してしまいました。そん
なこんなで 2年間が過ぎ、中学生になった頃には英語は
すっかり抜け落ちており日本語も少し変な 13 歳の少年
になっておりました。 
中学生になった私は先に述べた大らかな親の教育方

針もあり勉学が出来ない生徒でした、中学校に入った最
初の学力テストで300人中297位（普通の公立中学です）
だった事からさすがに自身でまずいと思い、ようやく少
しは勉強をする生徒に生まれ変わりました。ただ、元が
あまり良くないため高校受験は失敗し私立上宮太子高
等学校に通うことになりました。 
上宮太子高校は大阪の上本町にある上宮高校の分校

的な位置づけで大阪の南部の山の中にある田舎の男子
高校でした。私は当時の 3年間を自身の黒歴史と位置付
けており社内では私に高校の名前を聞かない事になっ
ております。 
人生において最も多感で貴重な 3 年間を男子高校で

過ごしたため女性には全く縁もなく一年間の浪人を経
て同志社大学経済学部に入学しました。 
大学の 4 年間はそれまでの青春を取り戻すかのよう

に様々な経験をしました、と言いたい所ですがごく普通
の大学生活を送っておりました。人からは良く体育会と
言われますが、私は学生時代、中学、高校、大学を通じ
て一切の運動部に属せずに来ました。上下関係の厳しさ
を学ばずに来たため、今でも苦労する事が多いのですが
弊社の社風に合う一面もありこれはこれで良かったと
思っております。ただ、後から先輩社員に謝ることは今
でも良くあります。蛇足ですが、今の妻と出会ったのも
大学 4年生の時でした。 
私の時分は大学 3 年生の冬頃から就職活動が始まっ

ておりましたが当時の就職戦線は超が付く就職氷河期
で今でも当時就職できなかった方々の社会からの支援
が最近声高に言われ始めた事にはありがたいと思う一
方で、もう少し早く対策を行ってくれれば良かったのに
と思うのはややジェネレーションギャップを弊社でも
感じる所です。 
野村證券に就職した私は静岡支店に配属となります。

親元から離れるのは実はこの時が初めてでした、当時付
き合っていた妻とも離れ慣れない職場や優しくも厳し
い先輩の元で社会人をスタートすることになり、正直、
心が折れそうな時もありました。 
静岡支店では多くの事を学んだと思っております。野

村證券では名刺 1 枚を持って地域のオーナー社長に飛
び込み、手紙を書きながら面談の機会を作って参りまし
た。夏の暑い日も冬の寒い日も取引を始めて頂くため
に、たまには自分の人生はこれで良いのか、このままや
っていて芽がでるのかと不安になることもありました。
静岡支店での学びは“あきらめない”でした。 
静岡支店で 4 年間の勤務ののち東京の新宿野村ビル支
店に転勤となります。良い意味で厳しく、数字に対する
拘りを持ったのがこの時期でした。新宿野村ビル支店は
今回の統廃合の結果新宿支店と一緒になり店舗自体は
なくなりますが、当時もこれまでも全国から様々な人材
が集うユニークな店舗でした。私は先輩から様々な事を
教えて頂き本当に幸せな 5年間でした。 
新宿野村ビル支店での大きな思い出は皆様にもご記

憶にあるリーマンショックでした。2008 年の大発会か
らマーケットはサブプライムショックに見舞われ不穏
な 1年の始まりとなった事を今でも思い出します。様々
な運用を提案していたお客様には大変なご迷惑をお掛
けし一生の記憶に残る年となりました。新宿野村ビル支
店での学びは“どのような状況でもお客様と真摯に向き
合う”でした。 
新宿野村ビル支店で 5 年間の勤務を終え姫路支店に

転勤となります。当時、姫路支店は組織全体の成績が 

悪く、暗い雰囲気の支店でした。詳細は割愛させて頂き
ますが、支店のメンバーは必死に日々の営業を頑張って
おりました。私は姫路支店で課長になりましたが、当時、
女性社員が懸命にお客様と話をしているのを今でも覚
えております。私はその時に初めて組織を良くすること
がどれだけ難しく、大変なことなのかの一端を知る事が
出来ました。姫路支店での学びは「仲間のために自身が
なにをやるか・・・」でした。 
その後、姫路支店での 3年間の勤務を終え群馬県の高

崎支店に転勤となりました。関西から北関東を見ると高
崎は何県と問われる事が多く、私自身もどこだっけ？と
いうような具合でした。ただ、行ってみると大変過ごし
やすく、懐の大きな地域である事に気付くのにあまり時
間は掛かりませんでした。高崎支店での勤務はプレイイ
ングマネージャーとして赴任しました 
が、当時の私にはまだ組織を良くするための答えはまだ
見つかっていませんでしたし、或いは一個人が組織など
良くできる訳がないとも一部思っていたように思えま
す。当時の高崎支店も成績が悪く、会社全体の足を引っ
張っているような支店でした。 
姫路支店での苦い記憶もあり、管理職としての側面を

持っていた私はメンバーの育成とお客様のために何が
出来るかを考えました。結果として様々な方の教えや協
力を得る事が出来、野村證券の数多くの支店の中でも指
折りの支店にする事が出来ました。高崎支店での学びは
「組織は勝手にではなく意思を持って良く出来る」でし
た。 
高崎支店での 3 年弱の勤務を終え、中目黒支店の支店

長として初めてマネージャーとしての勤務が始まりま
した。僅か 10 名の支店でしたが実に多くの喜怒哀楽を
経験することが出来ました。中目黒支店も今回の統廃合
において無くなってしまう店舗ですが、先日当時のメン
バーと会う機会がありました。勤務している店舗が無く
なってしまうのは大変残念な事ですが、皆確りと前を向
きこれからの業務に目を向けている姿勢に感動し、自身
も高槻支店での勤務に前向きになる良いきっかけとな
りました。中目黒支店での学びは“仲間と一緒にお客様
のために頑張る”でした。 
静岡支店から始まり中目黒支店での 3 年間の勤務に

至るまで本社経験が無かった私に法人開発部という辞
令が下ります。僅か 1年弱の勤務でしたが実に様々な勉
強をさせて頂きました。法人開発部は野村證券の営業部
門でありながら本社の IB 部門の方々が多い部署で営業
一辺倒の私にはおよそ検討のつかない業務でした。具体
的には未上場企業の M＆Aや IPOを支援する部隊でした。
営業経験しかない私は世界の違う 10 上の上司と良く衝
突し様々な議論を吹っかけては様々な事を教わる事が
出来ました、オーナー社長にとっての自社株とは・・・
のような話です。詳しくは割愛させて頂きますがこれま
であまり思いを巡らせる事がなかった世界を勉強する
貴重な時間でした。法人開発部での学びは“世界は広い”
でした。 
法人開発部での勤務が 1 年経ち様々な経験をさせて

頂きましたが、やはり支店での勤務を希望し会社に支店
に戻して欲しいと我がままを言い今回高槻支店での勤
務が始まりました。私が生まれた場所ということもあ
り、ここでこのような立場でお話をさせて頂く事に私は
勝手に皆さまとの縁を感じております。高槻支店での勤
務は始まったばかりですがここでの学びの結末はまだ
分かりません、ただ今回の高槻支店での任務は地域のお
客様のため、支店メンバーのため、株主のため 3 者に対
して誠心誠意自身の力を振り絞りたいと考えておりま
す。皆様から見たら 43 歳の若輩者ではございますが、
精一杯頑張って参りますので今後ともご指導・ご鞭撻の
程宜しくお願いします。 
以上で私の履歴書を終わらせて頂きます。 
 



 

 

 

〇 その他 
   ・新旧クラブアッセンブリー 

・炉辺会議 
・３RCゴルフコンペ 
・理事会が認めた事業 

◎ 地区の会議等メークアップカードが発行される
事業 

 

 

 

◎ニコニコ箱報告 
・緊張しましたが、私の履歴書の話が出来て良かった
です。                  並木君 

 

              本日の合計   ￥  5,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 430,000-  

◎R 財団への寄付 
 

本日の合計  ￥      0- 
         7/1 よりの累計  ￥ 193,460-     
        年次基金会員より   ￥  155,000- 
        年次基金ｸﾗﾌﾞより  ￥  33,460-

       ポリオプラス会員より  ￥   5,000- 
           一人当たり平均      ＄36.56  
 
◎米山奨学会への寄付 

 
本日の合計   ￥    0-    

          7/1 よりの累計  ￥  205,000-      
                会員より  ￥   85,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 120,000-      
                  一人当たり平均   ￥  4,184-      
 
◎青少年育成基金への寄付 

 
本日の合計  ￥      0-      

7/1よりの累計    ￥   65,000-  

 

 

 

 

 

◎メークアップについてのフォーラム 

 

クラブ運営委員会 委員長 内本 繁 

 

先程、会長の時間で入谷会長の話にありましたよう
に『出席』についてＲＩが規定審議会で変更したメー
クアップはロータリー年度内に行うことができるとな
っており、地区は従来通りの前後２週間を推奨してい
るため異なっています。 
ＲＩが変更をした理由は従来の『例会重視』を改め、

『奉仕活動重視』に転換したことで『例会の場で親睦
を深める』よりも『奉仕活動・親睦行事の場で会員相
互の友好、親睦を深める』(会員が奉仕活動に積極的に
参加をするのが前提)ことを重視することになったこ
とによるものです。 
８月７日の定例理事会で入谷会長から当クラブとし

てどちらの方法で実施するのかの提案があり、いろい
ろな意見がでましたが結論がでませんでした。 
ついては今後の理事会で検討するための参考として

会員各位のお考えやご意見を知りたいとのことから、
このフォーラムを開催することになりました。 
現在、当クラブのメークアップの対象になっている

事業は別紙の資料にある事業です。これも参考にして
いただいて、各テーブルで書記を決めていただき意見
交換を行ってください。その内容をお手元の用紙にご
記入いただくとともに、①ＲＩの同一年度内②地区が
推奨する前後２週間③どちらでも良いについてそれぞ
れの人数もご記入願います。 
限られた時間で申し訳ございませんが、よろしくお

願いいたします。 
 

 
【2019.8.28 例会 メークアップフォーラム資料】 
高槻ロータリークラブ メークアップ対象事業 

 
〇 クラブ運営委員会 

・夏または秋の親睦会 
・観桜会 
・忘年家族会 (または、クリスマス会など) 
・新入会員歓迎会 

〇 クラブ研修委員会 
・情報集会 

〇 職業奉仕委員会 
・職場見学 
・出前授業 

〇 社会奉仕委員会 
・いのちキラキラプロジェクト 
・高槻シティハーフマラソン ボランティア 
・薬物乱用防止キャンペーン 

〇 国際奉仕委員会 
・国際大会 
・ブキビンタン訪問 

〇 青少年奉仕委員会 
・IAC 海外研修、オリエンテーション 
・〃 年次大会 
・〃 新入生歓迎会 
・〃 クリーンハイク 
・〃 文化祭 
・〃 献血 
・ライラ(春・秋) 
・医工薬連環科学教育研究機構 
・大阪マラソン ボランティア 
・理事会が認めた事業 

 

 

 

◎8/28 卓上花 

りんどう …誠実 

キバナコスモス …幼い恋心 


