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ロータリーは機会の扉を開く 

 

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 

    URL  http://www.takatsukirc.org/ 

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

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30（9/2 は 12：30～13：10） 

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 井前憲司 幹事 内本繁 クラブ運営委員長 長山正剛 会報担当副委員長 坂野信一 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０20～２０２1 

  

高槻ロータリークラブ 

 

  
 

◎ 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  羽根田 茂子君 

「 相続に関するルールが 
大きく変わりました 」 

卓話  長井 正樹君 
「 障がい者就労支援事業について 」 

◎ 例会後の行事 

   9 月度定例理事会 
「  」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3215 回 本日（9/2）の例会 

 

 
 

 ガバナー補佐訪問  

 

◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 卓話  赤羽 卓君 

「 私の履歴書 」 
卓話  香西 徳治君 
「 『論語』を学ぶ 」 

◎ 例会後の行事 
    クラブアッセンブリー 

（於：ホテルアベストグランデ高槻） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3216 回 次週（9/9）の例会 

先週（8/26）の例会から 

◎ゲスト・ビジター            計 0 名 
 

◎出席報告 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 36 名 100 ％ 

前々回例会補正後出席率  93.75 ％ 

但し、 Mup 0 名   欠席者 3 名 

出席規定摘用免除有資格者 2 名 

 

 

 

 

 

9月は基本的教育と識字率向上月間・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 

   阿佐部乃介君   光本 智輝君 

 

◎結婚記念 

  森木 亮二・恭子ご夫妻    24 周年 

   長井 正樹・慶子ご夫妻    21 周年 

 

◎入会記念 

   馬渕 晴彦君          6 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   79 周年 

 

 古川 大介君  

  ㈱ダイキョウ   Ｓ.43.9     52 周年 

 

 松下 浩章君 

  ㈱松下建設    Ｓ.44.9.3   51 周年 

 

 長山 正剛君 

  摂津観光㈱     Ｓ.47.9.4   48 周年 

  

mailto:takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp
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◎会長の時間 

 

今日コロナ関係の話をさせていただきます。コロナ
を防ぐには①手洗い、これはアルコールや石鹸でコロ
ナの外套・エンベロープをはぎ取り RNA を放り出すこ
とで、コロナ RNA からみたら鉄壁に見えるだろう細胞
膜からの侵入を防止する ②マスク・・・これの効能
は私自身まだよく理解できていないのですが、常識と
なっているのでこれをつける ③三密を避ける が原
則です。また、会場に入り口では、コロナ関連で熱を
発熱している人がいないか、測温して入場してもらう
ところが多いようです。もちろん我高槻 RC もこの方式
で感染防止を実行しています。 
 そこで、入り口の簡易測温はどのような仕組みで体
温がわかるのでしょうか。受付担当の皆さんがハンデ
ィー計測器をおでこに近づけて、またはその逆もあり
ますが、温度を測ります。 
この仕組みは、人体から発している赤外線を計って、

その値を液晶画面に表示し、判定に資しています。赤
外線は電波の一種で波長が 0．7～400μまでのものです
が、この赤外線を収束レンズで集めて、熱電対という
ものに当てるわけです。熱電対は 2 種類あり、もう一
つは赤外線を当てないので、冷えています。この２種
類の熱電対を接触させるとエネルギー差で電流が発生
します。温度が上がった熱電対の電子は元気に動きま
す。一方の熱電対の電子はゆっくりです。元気な方か
ら電子が流れ込んできて、結果電子の流れを測定し、
その電流値を測定して温度表示するわけです。非常に
便利なものです。誤差は 1℃以内ですが、測温物の色（黒
度）を合わせなければいけないのと、透明でもビニー
ル越しの測温は若干低く出る傾向があるようです。コ
ロナが収束した暁には、大量の温度測定器が残される
かもしれません。 
 

 
◎幹事報告 

・例会中演台のマイクを使ってお話をされた後、演題
の上の消毒液で手を消毒してお席に戻って頂くよう
お願い致します。 

・今週 8/24(月)に事務局から会員の皆様へ連絡させて
いただいておりますが、臨時理事会にて 9/2(水)の例
会は 8 月に引き続き食事なしでの開催と決定致しま
したので会員の皆様へご連絡申し上げます。9/9(水)
以降の例会の方針につきましては、9/2(水)の理事会
にて協議致しますので、改めてご連絡させていただ
きます。宜しくお願い致します。 

・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。 

・高槻 RC の 2020-2021 年度概況報告書が仕上がりまし
た。本日皆様へ配布しております。9/9(水)例会後の
クラブアッセンブリーにご参加の理事、役員、各委
員会副委員長の皆様は、本日配布の概況報告書を各
自ご持参いただきます様お願い致します。 

 
 
◎委員会報告 

〇ゴルフ同好会            岩﨑 貞治 
・高槻西 RC より、「2020－2021 年度第 1 回高槻 3RC ゴ
ルフコンペ開催のご案内」が届いております。会費
などの詳細につきましては、後日高槻西 RC より連絡
が入りますので、改めてご報告致します。回覧を回
しますので、多数の皆様のご参加よろしくお願い致
します。 

【日 時】2020 年 9 月 20日(日) 10：12 スタート 
【場 所】ベニーカントリー倶楽部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎卓話  
「 私の履歴書 」     阿佐部 乃介 
 

アベストコーポレーションの阿佐部でございます。
この度、この歴史と伝統のある高槻ロータリークラブ
に７月より、ご縁がございまして入会させて頂きまし
た、本当に光栄な事であると心より感謝しております。
今後共、何卒宜しく御願い申し上げます。 
 それでは、私の基本情報からお話させて頂きます。
私は、1959 年、昭和 34 年 9 月 22 日生まれの現在 60
歳、来月には 61 歳になります。血液型 A 型のおとめ座
です。A 型のおとめ座の特徴は、真面目で責任感が強
く忍耐力があり、協調性と分析力がある人が多いとの
事ですが、正直、私に限ってはあまり当ってないかな
と思っております。自分なりに私の性格を分析します
と、一言で言いますと、楽観主義、まぁ～何とかなる
さと、いつも前向きに考えております、そんな性格の
お蔭で、結構、人生を楽しく過ごす事が出来ておりま
す。 
そんな私ですが、生まれたのは、母親の実家がある

豊中で、3,300 グラムで生まれてきました。幼少の頃
に、この高槻に引っ越ししてきまして 1 つ違いの弟が
おります。 
小さい頃は、身体が弱く小児喘息で、しょっちゅう

病院にかかっておりました。病院で注射されるのが怖
くて、いつもピーピー泣いていたそうです。ちなみに
一つ歳下の弟は注射にも、全く動じることなく平気だ
ったそうです。また、私は蕎麦アレルギーがございま
して、年越しそばを食べる 12 月 31 日には、毎年、病
院に運ばれていたそうです。 
身体が弱かったせいもあると思うのですが、幼少の

頃の兄弟揃っての写真はどれを見ても私より 1 つ年下
の弟の方が背も高く、何処へ行っても、兄の私が弟に
見間違われておりました。兄弟喧嘩をしましても、身
体の大きい弟の方が強かったです。また、近所に同い
年の悪ガキがおりまして、その子が私より頭一つ分ぐ
らい身体が大きく、いつも喧嘩しては、私が負けて泣
かされていたそうです。そんなあかんたれの私に、父
は、男は喧嘩して負けたらあかん、まして泣くとは何
事だとよく怒っていたそうです。 
そんな私を見かねて、父が柔道の有段者であったこ

ともあり、小学生の初めぐらいから柔道を教えてくれ
ました。そして毎日、毎日、父が仕事から帰って来た
ら柔道の練習をする様になりました。そして月日が経
ち、いつも泣かされていた近所の悪ガキと喧嘩になり、
その時に私は父から教えてもらっていた柔道の払い腰
で、思い切り投げ飛ばしてやりました、初めて、その
悪ガキに喧嘩で勝った瞬間でした。私は嬉しくて、仕
事から帰ってきた父に報告したら、そうか、勝ったか、
よくやったと私の頭を撫で父は喜んでくれました。そ
のことがきっかけで、身体が小さくても技があれば大
きな相手でも勝てるのだと言う事を学び、その時、初
めて自分自身に少しばかりの自信がついた事を覚えて
おります。 
それから何年か経ち、TV 番組で柔道一直線が始まっ

たのをきっかけに高槻市の北大手の交差点の南東に柔
道の街道場がありまして、そこに通う様になりました。 
そのまま中学に進学しても柔道部に入り 3 年間やり続
け、中学 3 年生の時に初段を取り主将を務めておりま
した。 
高校は枚方にある啓光学園に進学致しました、そこ

でポロの飯田君や大阪王将の今や会長である文野君と
出会いました。2 人共同じクラスになった事は無いの
ですがいつのまにか意気投合し仲良くなり一緒に良く
遊ぶ様になりました。 
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大学は桃山学院大学に進学をしましたが、家から 2
時間近くかかり遠いのでほとんど行かず、もっぱらバ
イトをして、ディスコや波乗り三昧の日々を送ってお
りました。そんな感じでしたので、必修科目である簿
記を１年・2 年落としてしまい、3 年も落とすと留年す
るとの事でしたので、仕方なく遊び仲間であった同志
社の友人と大栄経理学院に通いました、そのお蔭で３
年の時に簿記も A 評価で単位を取得する事が出来まし
た。その時に一緒に通っていた友人は、そのまま税理
士になり、現在は税理士事務所を開き、飯田社長の会
社の経理も見ているようです。 
そして大学を無事卒業し、就職は、服飾関係の一部

上場企業であるタカキューに就職致しました。当時、
新卒で採用されたのは 100 名近くいたと記憶しており
ますが、配属先の発表がある前に富士山のふもとで約
1 週間の合同合宿研修がございました。夜通し山の中
を歩き回る夜間行進等があり、結構体育会系の厳しい
研修で、学生の頃とは違い、社会人になったら、厳し
いものだなと思った記憶がございます。 
 その研修を経て、私は梅田のエストに配属になりま
した。研修の時にまず、自分自身の目標を設定する様
に言われ、私は、売上で全国トップを取ると言う目標
を立てました。正直、私は何の取り柄もない人間です
から、その人間が全国トップを取る為には、人の倍、3
倍努力しないと無理だと思い、それを実践致しました。 
そして、その結果、入社 1 年目で売上全国トップを取
り、報奨金 10 万円とラスベガスへの研修旅行に行かせ
て頂きました。その時に、やれば出来るのだと言う明
確な自信が出来た事を覚えております。 
そして 1 年目でマネージャー試験・2 年目で店長試

験に合格した後、本部バイヤーとして東京本社に移動
になりました。その当時、入社 3 年目で本社に行く事
はまずなく 20 代でバイヤーになったのは、タカキュー
創設以来、私が初めてだったそうです。余談ですがそ
の後、暫くしてから私と同じバイヤーになった大森君
が、今のタカキューの社長を務めております。 
 当時、私の様な 20 代半ばの青二才に、年間何十億も
の決裁権を任せて頂いておりましたので、当然、プレ
ッシャーもありましたが、厳しい中にも仕事の楽しさ
を学ばせて頂いたと、大変感謝しております。 
タカキューでの仕事は 30 歳を機に退職をしました。

理由は父が脳梗塞で倒れ、母から、タカキューに行っ
たら（東京なので）おとうちゃんの死に目にも立ち会
えないねと言われた事がショックで、長男ですし、親
の面倒を見る責任がありますから、一大決心をしてタ
カキューを退職し、大阪に帰ってきました。 
 大阪に帰って来て初めての転職は、年齢も 30 歳にな
っていましたし、ある程度稼げる会社が良いなと思い、
リクルート雑誌で稼げそうな会社を探していたのです
が、その中で初任給手取り 30 万以上、入社 2 年で年収
1,000 万以上可能といううたい文句に引かれてその会
社に決めました。入社するとバリバリの体育会系の会
社でしたが、逆に私にはあっていたのかも分かりませ
ん。 
 私は、この会社で、まずは売上トップと手取りで給
料 100 万以上を目標に頑張りました。入社半年目で、
給料は手取りで 100 万円を優に超え、売上トップも取
ることが出来ました。とにかく営業で数字を上げると
給料は増えるは、昇進は早いは、私にとってはいいこ
とづくめでした。結果 1 年目から、年収は 1,000 万を
超えておりました。独身ですし毎日の様に呑んで遊ん
で稼いだ分は全て使っておりました。飯田君からも、
俺が知ってるサラリーマンの中ではお前が間違いなく
一番稼いでると言われておりました。 
 
 
 

 そんな調子で有頂天になっていた頃に、会社から管
理者養成学校、地獄の 13 日研修に社員全員（男子だけ）
が行くようにと社長から指示がありました。その研修
は 13 日間で卒業できるものはほんの一握りで、出来な
い場合は最大 3 日間の追試試験があり、それでも卒業
できない人は卒業証書を貰えず、参加証だけになると
の事。その代わり 13 日で卒業した者には、賞金として
現金 50 万円を会社から頂けるとの事でした。私は、そ
の当時、営業部の部長をしておりましたので、部長で
すから、会社ではそれなりに偉そうにしているのに、
卒業できなければカッコ悪いと思い、絶対 1 番で卒業
してやると目標を立て、とにかく気合と根性で、何事
も率先して必死で取り組みました、結果、13 日で卒業
できたのは参加者約 130 名で 18 名だったのですが、私
は 2 位で卒業し、取敢えずは部長として面目躍如でき
ました。そして 50 万円の賞金を貰い、その晩に部下を
連れて北新地に行き、調子に乗り過ぎて、何軒もはし
ごして賞金で頂いた 50 万円では足りず、更に数十万円
足が出るということがありました。今では楽しい思い
出となっております。 
 そんな時代、私が 32、3 歳ぐらいの頃も飯田君とも
ずっと一緒に遊んでいましたから、ある時飯田君から、
今女の子 2 人と呑んでいるので来ませんかとお誘いが
あり、喜び勇んで飛んで行きました、結果その時に居
た女性と結婚する事になりました。実は、飯田君が私
達夫婦の愛のキューピットなのです。 
私の妻は私より 10 歳年下で当時 NEC に務める OL で

した。付き合って 1 年ぐらいしてお父さんに会ってほ
しいと言われたのですが、お父さんは新日鉄の役員を
されていて中央大学の法学部卒で、セブンイレブンの
当時会長であった鈴木敏文さんの一つ後輩で同じクラ
ブに所属していたそうです。初めて妻の実家にお伺い
した時に、鈴木敏文さんから頂いた毛筆の年賀状と学
生時代に鈴木敏文さんと一緒に撮った写真を見せて頂
きました。厳格なお父様ですから、当初、私に会う前
は妻やお母様から私の情報を聞き、あまり良く思って
いなかったようで、結婚に反対しようと思っていたそ
うです。ですから妻の実家に挨拶に行く前に、先に２
人で住む家を建てました。そして初めて伺った時に、
結婚をする為に家も建てましたし、家財道具も全て新
調しました、結婚式の費用も新婚旅行の費用も全てこ
ちらで用意しておりますので、身体一つで来て頂けた
ら良いですとお伝えしました。お父様は、遊び人やと
思っていたが、結構しっかりしているし、経済力もあ
るなという事で、最終的には結婚を認めて頂けました。 
無事、結婚もしまして仕事も頑張って、最終的にはそ
の会社で専務になりました。今、働いておりますアベ
ストコーポレーションの松山社長はその会社で私の先
輩でした。松山さんが退職されてから 7～8 年後、私も
その会社を退職し、それから飯田君ところで５か月ほ
どバイトをしておりました。その時に、松山社長から
食事のお誘いを受け、うちの会社に来てほしい、営業
部を阿佐部に立て直してほしい、部長で迎えたいとの
事でしたが、暫く考えさせて下さいと言って、別れま
した。帰って飯田君に相談したところ、飯田君は、俺
を見捨てるのかと言ってましたが、でもお前の将来を
考えるとアベストに行く方がいいやろなという事で OK
を頂きました。そして飯田君を裏切り、私はアベスト
に入社しました。ただ、部長ではなく、行くのであれ
ば最初は、平でお願いします、但し仕事で結果出して
皆に認めてもらえる様になれば上に上げて下さいとお
願いしました。アベストに入社して 2 か月目から営業
で売上トップになり、半年後には部長に昇格して頂き
ました。それから月日が経ち今は専務として頑張って
おります。 
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今回、ホテルアベストグランデ高槻オープンに際し、
芥川連合自治会の西田会長や友人の飯田社長からのお
誘いで高槻ロータリーに入会させて頂きました。これか
らは、高槻ロータリークラブの先輩の皆様と共にこの地
元高槻の地で皆さまに愛され利用頂ける新しいホテル、
高槻市の顔となるランドマークホテルを皆さまと共に、
育てて行きたいと切に願っております。どうか、これか
ら幾久しくお世話になると思いますが、宜しくお願い致
します。皆さまの声をしっかり受け止め、又その声を大
切にホテル運営にいかせていきたいと思っております
のでよろしくお願い致します。 
ご清聴、誠にありがとうございました。 

 
 
◎卓話 
 

「 ロータリーバッジ どんな意味があるのか 」  
  

   浜田 厚男 
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 ◎ニコニコ箱報告 
・入会記念内祝   小阪君（遅くなりました） 
・卓話聞いていただいてありがとうございました。 

              浜田厚君 
 

              本日の合計   ￥  10,000-  
    7/1 よりの累計   ￥  433,000-  
 

◎R 財団への寄付 
 

本日の合計  ￥      0- 
          7/1 よりの累計  ￥  215,000-     
        年次基金会員より   ￥  215,000- 
         ポリオプラス会員より  ￥        0- 
           一人当たり平均   ＄    40.95 
 
◎米山奨学会への寄付 

浜田 厚男君 ￥ 5,000-  
 

本日の合計  ￥    5,000- 
          7/1 よりの累計  ￥  207,500-      
                会員より  ￥   85,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 122,500-      
                  一人当たり平均   ￥   4,150-     
 
◎青少年育成基金への寄付 

 
本日の合計  ￥        0-      

7/1 よりの累計  ￥   45,000- 

 

 

 

 

 

 

 

◎8/26 卓上花 

スターチス ···· 上品 

ルスカス ······ 陽気 


