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≪１２月０８日（木）例会 KKRホテル 5階「瑞宝」≫ 

◎卓  話  「司馬遷の史記について」 

田村嘉宏君 

 

♪本日の歌  「奉仕の理想」 

 

≪１２月１５日（木）例会 KKRホテル 5階「瑞宝」≫ 

◎卓  話  「自 己 紹 介」 

山村忠弘君 

 

 

 

 

≪１２月０１日（木）例会≫ 

 会員数１９名（内出席免除者数 7 名） 

 本日の出席者数７名（内出席免除者数２名） 

本日の出席率 ５０％ 

メークアップ２名 川口栄計様 網干康史様(大阪難波 RC) 

＊１１月７日（木） 

 会員数２０名（内出席免除者集８名） 

 例会出席者８名（内出席免除者数 3 名） 

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ２名  例会修正出席率 ６６．７％ 

 

  

 

幹事 井上善博君 

◎大阪南 RC創立 70周年式典に田村会長、北井直前

会長が参加されます。 

◎次週は最終例会になります。 

◎予定していました年次総会は理事メンバー選定が

難航しており延期させて頂きます。 

◎12/16㈮・17㈯は地区大会です。17日㈯の本会議

にはご出席宜しくお願い致します。 

◎クリスマス家族会が 12月 18日㈰に行われます。

多数ご参加ください。 

◎米山特別寄付(3万円)と財団寄付（年次寄付 1万 5

千円・ポリオプラス 5千円）にご協力お願い致し

ます。 

 

 ≪12 月度定例理事会議事録≫ 

日 時 2022 年 12 月 1 日（木）例会後 

場 所 KKR ホテル大阪 5 階「橘」 

出席者 田村、北井、表、阪田、木戸、井上 

◎12・1・2 月行事予定 

12月 1日㈭ 例会・定例理事会 

12月 4日㈰  身障者支援団体(スイミー) 

クリスマス会 

12月 8日㈭ 例会 

12月 10日㈯ 大阪南 RC70周年式典（田村会長・

北井直前会長） 

12月 15日㈭ 例会・年次総会 

12月 16日㈮ 地区大会（～１７日） 

12月 18日㈰ クリスマス家族会（ＫＫＲ） 

12月 22日㈭ 振替休会 

12月 29日㈭ 年末休会 

1月 5日㈭ 年始休会 

 

 

幹 事 報 告 



 

 

1月 12日㈭ 台湾訪問（1/12～14）・休会 

1月 19日㈭ 休会 

1月 26日㈭ 初例会・新年会 

2月 2日㈭ 定例理事会 

2月 9日㈭ 公休日 

2月 16日㈭ 例会 

2月 23日㈭ 祝日のため休会 

     八尾東 RC創立 50周年記念式典 

（田村会長・井上幹事） 

2月 25日㈯ ＩＭＲＤ・移動例会 

① 12 月～1 月行事予定 

  12/18（日）クリスマス家族会の後、振替休会・年

末年始休会・台湾訪問と続くので、来年初例会は

1/26（木）となり、新年会とオークションを行う

予定。1 月理事会は例会前の予定。 

② みどり RC クリスマス家族会について 

  政岡会員のもと、準備・打ち合わせ等進めていく。

12/8・15 例会前後で打ち合わせ。予算の関係上、

KKR さん推奨の女性歌手の方はお断りする。新入

会員のご家族に早くクラブの雰囲気に溶け込んで

もらうため、ゲームや豪華ビンゴ大会を中心に企

画する。電飾は今年も島さんに依頼して、会社へ

担当者が取りに行く。 

③ 三クラブ子供食堂共同支援について 

  西・中央 RC と共に 30 万円（10 万×3 クラブ）

分のお米を東大阪市に寄贈する、という内容。北

井会員が市の窓口の方へ具体的な方法をヒアリン

グする。出来れば、お金を渡すだけでなく、子供

食堂の運営者と関わり合いを持つ方向で調整した

い。 

  また、杉森会員のお寺でも不定期だが子供食堂を

開催しているので、何かの形で援助できないか検

討する。 

④ 2023－24 年度人事案について 

  木戸・井上年度の理事を決めていかねばならない。

会長エレクト・副会長がやはり今年も今のところ

空白なので、早急に決めていきたい。候補者は限

られているので、順番に本人に当たっていくべし。

なんとか説得して受け入れてもらうしかない。 

 

 

⑤ 台湾訪問について 

  田村会長・井上幹事以外にも訪台が可能な会

員と奥様がいるようなので、早急に案内を出

し、台湾訪問について必要なものを準備して

いく。（お土産・ワクチン接種証明・陰性証明

等）最終的に 5～6 名で、二泊三日の旅程にな

る予定（1/12～14） 

⑥ 東大阪東 RC 大橋ガバナー年度準備委員会 

出向者について 

  東さんからは 6名お願いしますと言われたが、

当クラブに余裕がないので、4 名しか出せない

と返答した。（井上幹事）北井会員と井上会員

が一人二役をこなし、あとはチャーター会員

一人と新入会員一人の合計四名で対応してい

く方針。 

⑦ 辻会員は正式に退会とする。小寺会員・杉森会

員・浜田会員は例会やクリスマス会に出席す

るようお誘いする。 

 

  

                             

会長 田村嘉宏君 

〇 日本の GDP10％を持つ財閥系筆頭、三菱グ

ループ 「金曜会」 

三菱の起源は 1870（明治 3）年。土佐藩出身の岩崎

彌太郎が海運事業を興したことに始まります。以

降、四代の岩崎家の社長が三菱グループの基礎を

築きました。三菱財閥の流れをくむ同グループ

にはトップ組織「金曜会」があり、現在 29 社が

加盟している。三菱重工業 、三菱東京 UFJ 銀

行、三菱商事  は御三家と呼ばれ、その他、三

菱地所 、三菱電機など三菱の名を冠する企業

が多い。意外な企業では、明治安田生命保険、

キリンホールディングス 、ニコン、東京海上 

などが入っている。 

 

〇 三井グループ、「二木（にもく）会」会員会社

は 26社 

三井の祖業は呉服屋で江戸時代に現金売りと店先

(たなさき)売りを始める、当時一般的に得意先の 

会 長 の時 間 （12/1） 

 



 

 

注文を聞き、後から商品を持参する見世物商い、直

接商品を持参し屋敷売り。 

 

三越伊勢丹は、三井財閥の先祖といわれる伊勢商人・

三井高利が、伊勢から江戸に出て創業した越後屋三井

呉服店がその前身である。 

商船三井、三井物産、三井不動産 、 東芝 、 東レ 、

トヨタ自動車 、日本製粉  、富士フイルムホールディ

ングス 、三越伊勢丹ホールディングス 、王子製紙、

IHI など加盟している。 

 

〇 住友グループ 「白水会」 

住友の歴史は、17世紀の寛永年間に住友政友（まさと

も）が京都に書物と薬の店を開いたことに始まります。

同じ頃、京都で銅吹き（銅精錬）と銅細工業（屋号・

泉屋）を営んでいた政友の姉婿、蘇我理右衛門（そが

りえもん）は、南蛮人に聞いた粗銅（あらどう）から

銀を分離する精錬技術「南蛮吹き」を苦心の末開発。 

世界最古の財閥の流れをくむ同グループのトッ

プ組織が「白水会」である。住友財閥の直系と準直

系をはじめ、分離した企業も含む住友グループの

中核会社の社長によって、構成される社長会。トッ

プ組織は 3 つのグループの中で、最も長い歴史を

持っている。 

住友財閥自体の歴史は 400 年以上あり、有名なロ

スチャイルド財閥をおさえ、世界最古である。

「白水会」は住友家の商号である「泉屋」の字を

上下に分けて、「白水」と名付けられている。現

在 17 社が加盟しており、住友商事 、住友化

学 、日本板硝子 NEC  も加盟している。ほかの 2

会より会員企業が少なく、少数精鋭のため、そ

の結束力は高く維持されている。三井住友銀

行、三井住友海上火災保険などは三井系と住友系

の企業が合併しているだけに、この 2 社は二木会

と白水会の両方に加盟している。どちらかに絞ら

なければいけない、というわけではない。 

 

 

 

 

 

 

 

「自 己 紹 介」 

松本隆司君 

 こんばんは。新入会員自己紹介をさせていただき

ます松本隆司です。  

井上幹事のご紹介により皆様のご承認を得て入会

できたことに感謝いたします。 本日は、よろしく

お願いいたします。 

 私は 1970 年（昭和 45 年）8 月 3 日に大阪府枚方

市で生まれました。戌年で今年５２歳になりまし 

た。家族は妻と中学 3 年の娘と猫の４人家族です。 

職業は歯科医師で、職場は東大阪市日下町で開業

して９年になります。 

 生い立ちですが、職業が歯科医師ですので両親が

医療関係者？と聞かれることが多いのですが、 私

は一般的な会社員の家庭で育ちました。 歯科医師

を志したきっかけは幼少の頃に目標となる先生に

出会えたことです。 私は幼稚園の頃、歯医者がと

ても苦手で、行く歯医者行く歯医者で号泣し治療

できないと断られ ました。それでも母は粘り強く

歯医者を探してくれました。その日、４件断られ

て、夕焼けを仰ぎ ながら、最後５件目の歯医者さ

んに行きました。不思議とそこでは泣きませんで 

した。印象に残 るのは、頭に当たる院長医先生の柔

らかいお腹の感触が心地よかったことで、子供をあ

やすとか 何か特別なことはなかったと思います。

今考えると、言葉ではなく、その人自身から出る器

の大 きさから安心感が生まれたのだと思います。

幼少ながら、このような先生になりたいと思い歯科 

医師を志しました。 器を大きくするには苦難を乗

り越えなくてはなりません。 振り返ると私は、現在 

 

卓 話 抄 録（11/24） 

〇 伊藤忠商事 

近江商人である初代伊藤忠兵衛が麻布の行商

を始めた 1858 年を創業の年としている。創業よ

り受け継がれてきた不変の価値観「三方よし」を

グループ企業理念に掲げ、商いを通じて社会課題

の解決を図るという好循環を生み出している。売

り手よし、買い手よし、世間よし 

https://www.sumitomo.gr.jp/history/chronology/01/
https://www.sumitomo.gr.jp/history/chronology/01/
https://www.sumitomo.gr.jp/history/chronology/03/
https://www.sumitomo.gr.jp/history/chronology/03/
https://www.sumitomo.gr.jp/history/chronology/04/
https://www.sumitomo.gr.jp/history/chronology/04/
https://www.sumitomo.gr.jp/history/chronology/05/


 

 

まで５つの大きな壁があり、学びました。 １、浪人

（18 歳）：高校時代になんとなく勉強していた。→

目標から遡って計画を立てないとい けない。 ２、

大学で留年しかけた（20 歳）：大学に入学できたこ

とで気持ちが浮ついて遊んでしまった。 大学の勉

強をなめていた。→周りが頑張っているときにサボ

らない。 ３、研修医（24 歳）：周囲との桁違いのレ

ベルの差を感じた。→知識や技術の習得のため、人

の 倍以上は勉強、訓練しなければならない。 ４、

大学院（37 歳）：哲学が足りない。→無から形ある

ものを創造する力が必要。失敗などな い。「努力し

て粘りに粘って結果が出るまで諦めない。」 ５、開

業（43 歳）：お金の怖さ→周りの人に支えられて生

きている。応援してもらっている。 なんとか壁を乗

り越えて今ここに立っています。 今後は、ロータリ

ークラブの活動を通して、自分の利益を求める視点

を他人に向けてみて、心豊かな人生の目標を見つけ

ていきたいと考えています。 会員先輩方のご指導

のほどよろしくお願いいたします。  

本日はありがとうございました。 

 

 

 

「水の力 正しく水を飲むと健康寿命が延びる」 

講師 小島知実様 

（卓話担当 阪田克英君） 

お水の力〜正しくお水を健康寿命が伸びる〜のテ

ーマとして、健康を保つために、生活に欠かせない

お水で健康寿命を伸ばす方法をお伝えさせていた

だきました。まず、お水を 1 日 1.2ℓ 飲んでいる方

は、死亡率が平均 12%も減り、2ℓ では平均 17%も

減っています。このことから、この卓話をきっかけ

にコーヒーやお茶ではなく、お水を飲むことを意識

して欲しいと思っております。またご自身だけでは

なく、大切なご家族さまや従業員の方々にもお伝え

していただき、健康寿命を伸ばして頂きたいです。 

また近年、便利な世の中になり加工食品が多く出

回っていることで、食品添加物の摂取が増えてい

ます。食品添加物の摂取が多くなると、酸化してい

き、体に負担をかけてしまいます。さまざまな抗酸

化の商品が出回っていますが、ご紹介させて頂い

た様に身近で取り入れやすいお水を【還元水素水】 

 

にしていただくことで、抗酸化作用があることが

我が国でも証明されている情報もお伝えさせてい

ただきました。みなさまの健康に役立っていただ

ければ幸いでございます。 

貴重なお時間をいただき、有難うございました。 

 

 

  

例会担当委員会 

（12/1） 

＊例会出席者全員からニコニコ頂きました。 

◎2023.2.25㈯、IM4組ロータリデーのＰＲにニコ

ニコ袋を頂きました。 

大阪難波 RC 川口栄計様 網干康史様 

 

本日合計 22,000円  今年度累計 206,000円 

 

 

12/4(日)のスイミーさんのクリスマス会の写真で

す。残念ながらタイミングが合わなくて、私はサン

タさんの恰好出来なかったけど、みどり RC さんの

協力金のお陰で豪華なお菓子のプレゼントが子供

達に渡せたとスタッフの方々が感謝されていまし

た！(^^) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱の報告 

卓 話 抄 録（12/1） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ： 2022 年 12 月 16 日㈮、17 日㈯ 

場 所 ： リーガロイヤルホテル大阪 

       グランキューブ大阪（大阪国際会議場） 

第 1 日目（12/16㈮） 

13：30 開会式 

14：45 分科会Ⅰ 会長・幹事部門 

15：00 分科会Ⅱ ロータリー財団部門 

15：00 分科会Ⅲ 職業奉仕部門 

16：45 大阪のロータリー100 年の歩み 

18：00 大阪のロータリー100 周年記念晩餐会 

 

第 2 日目（12/17㈯） 

13：00 本会議 

16：00 大阪のロータリー100 周年記念講演と 

パネルディスカッション 

「調和のある未来を目指して」 

慶応義塾大学教授 宮田裕章様 

 

＊特に 2 日目の本会議への出席をお願い致します。 

 

 


