
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

 

例会場変更（於：山水館） 
 ガバナー補佐訪問  

 
◎ ソング・・・我等の生業 
◎ 卓話  石田 佳弘君 

「 動物毒について 」 
   卓話  馬渕 晴彦君 

「 高槻はすばらしいです－バス行政－ 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3198 回 本日（1/29）の例会 

 

 

例会場変更（於：桃谷樓） 
 

◎ ソング・・・奉仕の理想 
◎ 卓話  橋本 憲治君 

「 お酒のよもやま話 」 
   卓話  藤井 敏雄君 

「  財団への寄付金の種類とお願い 」 
   卓話  伊藤 智秋君 

「 地区国際委員会の活動 」 
 ◎ 例会後の行事  

   2 月度定例理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3199 回 次週（2/5）の例会 

No.27  2020 年 1 月 29 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 41 名 89.13 ％ 

前々回例会補正後出席率 100 ％ 

但し、 Mup 1 名   欠席者 0 名 

出席規定適用免除有資格者 5 名 

 

 

 

 

 

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．みんなのためになるかどうか 

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

事務所 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 高槻阪急 6 階 

    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 高槻阪急 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 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０１９～２０２０ 

  

高槻ロータリークラブ 

 

1月は疾病予防と治療月間  

 

※2 月の誕生・結婚・入会・創業 記念月御祝は、 

          2/12(水)例会にて行います。 

先週（1/22）の例会から 

◎ゲスト・ビジター            計 0 名 
 
 

 
 

Ｒ財団表彰 

 

西田 直弘君 

第 6 回 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

 

河合 一人君 

第 5 回 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

 

松尾  浩君 

第 4 回 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

 

西本恵美子君 

第 2 回 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

 

大木 城司君 

ポール・ハリス・フェロー 

 

 

◎会長の時間 

 

先週の日曜日は第 28 回高槻シティハーフマラソン
が開催され、ポイントスタッフとして参加いたしまし
た。ご存知のように、当クラブは実行委員会の１団体
です。参加された会員の皆様ご苦労さまでした。高槻
中学・高等学校のインターアクターも 10 名近く参加
してくれました。天候にも恵まれ 8,000 人以上の参加
が有ったようです。ポイントスタッフとして見てい
て、近畿圏内から集まった 8,000 人ものランナーがひ
たすら走る姿は壮大でした。その中には濱田市長の走 

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


達成感を求める方等色々有ると思いますが、マラソンつ 

  

る姿もあり、我々の前を通過するときには手を振って頂
きました。一般の人にとってマラソンの魅力、目的は何
処にあるのでしょうか？健康維持を目指す方、競技で勝
ちたい方、自己の記録に挑戦したい方、ゴール後の達成
感を求める方等色々有ると思いますが、マラソンつまり
走ることは良いことだと思います。私はもう歩くことし
かできませんが。 
ところで先週に続き職業奉仕についてお話しさせて

頂きます。ロータリーの職業奉仕については、難解でよ
くわからんと言われます。１月号のロータリーの友でも
特集が組まれており、熟読いたしましたが何か理屈っぽ
いところがあり、理解に苦しみます。私は単純な人間で
すので、職業奉仕とは「すべてのロータリアンが倫理と
高潔さをもって仕事にあたり、職業上の知識やスキルを
社会のニーズ解決のために進んで役立てること」と理解
しています。では倫理とは何か？それは人が正しく歩む
道です。①嘘をつかない②人を泣かすようなことをして
はいけない③人を欺いてはいけない④非社会的、非道徳
的行為をしてはいけない⑤不祥事を起こさない、という
のが倫理の教えであります。高潔さについては今更説明
する必要はないかと思いますが、人格が気高く、私利私
欲に心を動かさないことです。それでは実際にどのよう
に行動すればよいのでしょうか？それは皆様すでにご
存知の、四つの問いを中心に事業と専門職における倫理
について述べた声明で四つのテストです。 
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 
これはシカゴＲＣのハーバード・テーラー会員が 1932
年、倒産寸前の会社を再建する時、モラル向上の方法と
して草案。ＲＩでは 1948 年これを職業奉仕にふさわし
いものとして採用しました。私もロータリー入会時から
この四つのテストに照らしてから行動しているつもり
です。 
 
 

◎幹事報告 

・茨木西 RC より「例会場変更のお知らせ」が届いてお
ります。詳しくは事務局にご確認下さい。 

・新入会員の選考についてご報告申し上げます。新入会
予定者は中西美代子氏、推薦者は片山会員・西田会員
です。選考についての書類をお配りしておりますの
で、本日より 1週間以内に選考をお願い申し上げます。 

 

 

◎委員会報告 

〇社会奉仕委員会            橋本 憲治 

・2020 年 1 月 19 日(日)第 28 回高槻シティハーフマラソ 
ンが開催されました。ボランティアスタッフとしてご
参加いただきました皆様ありがとうございました。高
槻 RC より 15 名、高槻中学高等学校 IAC より 9 名、合
計 24 名の皆様にご参加いただきました。一番最初の 1
キロ地点の警備をさせていただきました。ご参加いた
だいた皆様に本日クオカードをお渡しさせていただい
ております。宜しくお願い致します。 

◎卓話 
「  私の履歴書  」  

江澤  由 
 

 

江澤 由

本日は、貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。

え ざ わ よ し

株式会社 装 英

 

江澤 由（えざわ よし）

１９７２年 １２月１７日生まれ ４７歳 いて座 A型

高槻生まれの高槻育ち

中学・高校 ラグビー部

趣味 まちおこし 地域活動

株式会社 装 英

 

１５歳のとき… 父と母が島根県での法事の帰りに、鳥取県で交通事故に…

父は即死、母は意識不明の重体…

島根県の叔父からは、

「由は高校を転校して、島根県に住みなさい。幹は大学をやめて働きなさい」

その覚悟で、毎日姉と病室の床に布団を敷き、交代交代、母の看病をしていました。

数週間後、奇跡的に目を覚まし… 「仕事の話し、そして、父の話しに…」

「父は首の骨を折っているのでしゃべることができない」

父が死んだことは隠して、大阪と鳥取を行き来し、姉、親戚と交代で看病していました。

高校３年生になり…

高槻の病院に移転し… 父が死んだことを母に告げ… 今後の装英の話しになりました。

 

株式会社 装 英 １９６８年１１月１８日 設立５２目 創業５７年

江澤 正巳 → 江澤 由 正社員 パート・アルバイト含め 約１５名

大阪府高槻市松が丘１－１１－１ インテリア事業部 リフォーム事業部

インターネット事業部 内装仕上げ工事業

大阪府高槻市東城山町１０－１５ 倉庫 本社 経理

 

資格
プラスチック系床仕上げ作業１級技能士 壁装作業１級技能士 カーペット１級技能士

インテリア科職業訓練指導員 ２級施工管理技士

２級建築士 耐震診断講習完了 増改築相談員 乙種第４類危険物取扱主任者

１級整理収納アドバイザー インテリアデコレーター

2015年建設マスター国土交通大臣より顕彰される

国家資格プラスチック床仕上げ工事作業１級・２級技能検定主席検定員

国家資格化粧フィルム工事作業１級・２級学科講師

大阪室内装飾事業協同組合会員 大阪室内装飾事業共同組合青年部会員

IAG近畿支部会 理事 東リクラブ会員

TOTOリモデルクラブ会員 北摂店会 Life Style Network 会員（2009年度会長）

Life Adviser Group 会員

講演実績 大阪府技能士会 滋賀県室内装飾事業協同組合青年部・技能士会

 



  ◎卓話 
「  私の履歴書  」  

齋藤 良輔 
 

昨年１０月に入会させて頂きました齋藤良輔でござ
います。 
この度は、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。 
本日は「私の履歴書」として発表させて頂きます。 
私は昭和４３年１１月１３日、京都府亀岡市曽我部町

と言う大変自然豊かな田舎町で兼業農家の姉弟の長男
として生まれ、６歳までこの地で暮らしました。山と田
んぼに囲まれたのどかな田舎町で私の家でももちろん
ですが、鶏や牛が周囲のどの家でも飼われておりまし
た。両親は共働きで祖母に育ててもらいました。その後、
小学校に入学する頃、父の仕事の都合で祖母と叔父を残
し私たち一家は、神戸に移り住む事になりました。当時、
父は京都府警を退職し、日本警備保障（現在のセコム）
に入社し、大変多忙な日々を送っていたようでした。そ
の後は、父の仕事の都合で尼崎、名古屋、大阪と転勤が
あり、私も転校を繰り返しており、目ま苦しく変わる環
境のせいか幼い頃の友人や先生、周りの人たちの記憶が
あまりありません。大人になるにつれ、周囲の人が幼馴
染や子供の頃の話をしていると少し羨ましく感じるこ
ともありました。 
小学生の頃は、野球チームと剣道クラブに所属し学校

帰りや週末になると練習に参加しておりました。 
昭和５７年８月中学２年生の時高槻市に移り住み高

槻市立第九中学校に転入しました。転入後バレーボール
部の顧問をしておられた先生から「君良い体格してる
な、バレーボールをしてみないか」と入部を進めて頂い
たのをきっかけにバレーボールを始めることになり、チ
ームメイトと毎日汗を流しておりました。中学３年生に
なった時の担任の先生が非常に印象的でいつも短パン、
Ｔシャツ、７５０ＣＣのオートバイで通勤するユニーク
な先生でしたが私たち生徒に対しての熱血指導ぶりは
素晴らしいものでした。中学３年生になると高校進学の
話になりましたが、中学時代の私は少しやんちゃな少年
で勉強もあまりしておりませんでした。そこで、この先
生が取った行動は驚くべきものでした。昭和５９年１月
年明けと同時に私の家を訪れて「今日から夕食と風呂頼
むわ」と言い学校が終わるとほぼ毎日７５０ＣＣのオー
トバイを飛ばし私の家にやって来て夕食を共に食べ、風
呂に入り夜遅くまで勉強を教えてくれました。そんな甲
斐あって私は無事高校入学となりました。先生は今でも
お元気でＮＰＯを通じ世界の貧困国や貧しい子供たち
に勉強を教えるため世界中を飛び回っておられます。 
昭和５９年４月京都西外大付属高等学校に入学しバ

レーボール部に入部しました。勉強はあまり出来ません
でしたが、スポーツでは少し才能が有ったようで高校２
年生の時、京都府高等学校選抜メンバーに抜擢され、活
躍の場を頂きました。たくさんの友人やチームメイトと
の充実した高校３年間を送る事ができました。 
昭和６２年３月高校卒業後４月からは付属である京

都外国語大学に入学が決まっておりましたが、入学せず
就職する事にしました。当時私はお付き合いしている女
性（今の妻であります）がおり、どうしてもすぐに一緒
になりたいという気持ちが強く２人で話し合い互いに
就職する事を選び結婚に向けひそかに準備をしたので
す。しかし、お互いの両親や周囲からは当然のごとく猛
反対を受けました。「１８歳で結婚！？」こうなる事は
２人共予想はしておりましたが決意は強く半ば強引に
行動を起こしました。｛２人で家を飛び出したのです！｝ 
＜妻との出会いは中学校の同級生で卒業後別々の学生
生活を送っていましたが高校２年の夏、家の近くで偶然 

 

 

 

 

 

◎1/22 卓上花 

 

スプレーカーネーション 

 ····· 集団美 

プラチナブルー（デルフィニウム） 

 ····· 清明・澄んだ瞳 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出会ったのがきっかけとなりお付き合いする事になり
ました。＞ 
まず、生活を成り立たすには収入を得なければと思

い入社しましたのが地元高槻に本社を置く都市クリエ
イト㈱という会社であります。入社後、営業部の所属
になりましたが私には現場仕事の方が合っていると思
い、トラックドライバーとして働く事にしました。 
年が変わり昭和６３年２月に長女が生まれ増々労働意
欲が湧き収入アップを目指しました。 
当時は、今ほど労働基準も厳しくない時代でしたの

で私は収入アップのため１日１５時間程働き年間休日
は３０日程でしたが、妻と子供の笑顔に癒され充実し
た毎日を送っておりました。年月が過ぎ平成９年３月
まで就労しておりましたが、１０年近く在職しており
ますと会社の方針、上司や同僚との意見の不一致等、
組織の中で働くという事に限界を感じ退職する事を決
めました。退職後、特にやりたいことはありませんで
したし、どこかの会社に入社し働くという事も考えま
せんでした。しかし退職の前年家を買い双子の子供が
生まれた事もあり何かしなければと焦りが募る日々を
送っている中、ある日何を思ったのか「そうだ、自分
で起業すれば」と思い現在の商売に辿り着きます。 
平成９年７月個人事業所齋藤商店として開業いたし

ました。ここが私の事業主としてのスタートです。３
年後法人化に伴い社名変更し有限会社関西テックシー
トとなりました。現在会社の主力事業は建築用シート
のメンテナスで主にシートのクリーニング、補修を行
っております。皆様がお聞きになられてもあまり馴染
みのない仕事だと思いますので簡単に説明させて頂き
ますと洋服等のクリーニング屋さんと同様で建築、建
設事業者様でシート等資材をお持ちのお客様からシー
ト類をお預かりし当社でクリーニングや補修をした後
お客様に返却するという仕事内容です。その後平成１
７年事業内容の拡大を目指しシート類の製造販売を行
うため中国天津市の縫製工場と韓国釜山のシート生地
の原反製造会社との事業提携を行い建築用シートの輸
入販売を始めることになります。しかしながらこの頃
中国北京オリンピックが決定し更には上海万博の開催
が噂されており当時の中国は想像を超える経済成長で
した。この結果、急激な人件費の高騰に加え貿易費の
値上がりで採算割れの可能性が見えてきたため、平成
２１年に輸入製造販売事業の撤退を決め、天津市の縫
製工場の閉鎖をすることにしました。わずか４年程の
事業部門でしたが他国の方の考え方や生活、会社運営
方針等自分の目で見たこと、聞いたこと、多くの方と
の出会いは私にとって大変利益になったと思っており
ます。 
現在は摂津市で主力事業であるシートクリーニング

業務に力を注いでいるところであります。今後も中学
生時代の恩師の教えである「継続は力なり」の精神を
モットーに頑張って参りたいと思っております。 
最後になりましたが、高槻ロータリークラブの皆様

が温かく迎え入れてくださいました事に感謝致しま
す。ロータリークラブの一員として様々な活動に参加
させて頂きたいと思っておりますので今後ともご指導
宜しくお願い致します。本日はありがとうございまし
た。 

 

◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝   橋本君 
・皆出席内祝    井前君、片山君、松尾君 
          浦中君(1年皆出席表彰ありがとうご 

ざいました) 

・クリスマス会で会長賞をいただきありがとうござい
ました。                藤井君 

・高槻シティハーフマラソンボランティアお疲れ様で
した。ありがとうございました。      藤田君 

・マラソンご協力ありがとうございました。無事に終
える事ができました。          石田君             

・クリスマスパーティーいい物あたりました‼ありがと
うございます！             長井君 

・今週 25 日 26 日王将戦が開かれます。渡辺王将と広
瀬八段の戦いです。解説には羽生九段、豊島名人も
来られます。トラブル無きようガンバリます。 

長山君 
・米山メジャードナーの表彰をいただき有難うござい
ました。                山口君 

 

              本日の合計   ￥  60,000-  
    7/1 よりの累計   ￥1,425,000-  
 

◎R 財団への寄付 
藤井 敏雄君 ￥10,000- 片山美智子君 ￥ 5,000- 
松尾  浩君 ￥ 5,000- 浦中 郁文君 ￥ 5,000- 
山口  誠君 ￥ 5,000-  

 
本日の合計  ￥   30,000- 

         7/1 よりの累計  ￥1,106,460-     
        年次基金会員より   ￥  630,000- 
        年次基金ｸﾗﾌﾞより  ￥  33,460-

       ポリオプラス会員より  ￥  443,000- 
           一人当たり平均     ＄205.28 
 
◎米山奨学会への寄付 
 山口  誠君 ￥ 5,000-  

 
本日の合計  ￥    5,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  552,500-      
                会員より  ￥  310,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 242,500-      
                  一人当たり平均   ￥  11,276-    
 
◎青少年育成基金への寄付 
 井前 憲司君 ￥ 5,000-  

 
本日の合計  ￥    5,000-      

7/1 よりの累計  ￥  200,000- 

 

 

 

 

 

 

 


