署でした。独立系の証券会社にはできないこと
を強みにし、差別化を図っていこうという、い
まあらゆる金融機関で連携を強化するという昨
今流行っている試みの先駆者であったかと思い
ます。その後、いまの私の仕事にもかなり関わ
りがでてくるM&Aのアドバイザリー業務に従事し
ました。
みずほではたくさんの経験をさせていただきと
ても感謝しています。
痛感しましたのは、大手の証券会社で対応可能
な範囲は限定的でした。本当に困っていらっ
しゃる層の方々にアプローチしていきたいとい
う思いが強くなってきたころ、当時の先輩に、
中小企業の事業承継の支援をしている会社を紹
介いただきました。
まだ社員が4名と小さな会社でした。その会社の
方々に会うと、まさに私の思っていたことを実
現し、成長を加速している会社ということがわ
かりました。
みずほ証券では、いわゆるレールに乗り、出世
街道を走っていた私に転職することは様々な
方々から反対されました。が、自身のやりたい
ことこそ良いサービスが提供できるものと確信
し、新しい一歩を踏み出しました。
これまで、大企業相手にサービスを提供してい
たものが、それ以降中小企業メインでご支援を
していくという方向性に変わりました。
証券会社にいるときは、あまり気づいていませ
んでしたが、これだけ少子高齢化が進み、後継
ぎがいない企業が廃業していっている事実に気
づかされました。

１１月

会員夫人誕生日

その会社は、私は約4年在籍することになりまし
たが、その間、社員は5名から65名まで増えまし
た。国内には400万社あるといわれています。
2025年までに経営者が70歳を超える企業は245万
社で、その約半数127万社は後継者が決まってい
ないというデータが出ています。仮にそのすべ
てが廃業すると650万人の雇用が失われ、GDPが22
兆円失われます。2019年3月に私は独立開業する
ことになりました。
廃業という概念をなくしたいという理念のもと
日々、活動をしております。
私自身がそうであったように、必ず先代から受
け継がれてきた事業を子が後を継ぐという時代
でもありません。
それぞれやりたいこともありますし、会社勤め
がいいということも珍しくありません。
私が取り組んでいる事業はまだまだこれからご
相談が増えるものと日々感じております。
本来は今年12月末の予定でしたが、執筆活動が
間に合っておらず、来年早々の予定ですが、商
業出版で書籍を出版します。
業務が多忙ということを言い訳にしております
が、これから頑張って執筆活動に勤しみます。
次回、卓話をさせていただく機会には、この本
をもとに、私がどのような案件に携わってきた
か、どのような思いで活動しているかなどお話
をさせていただきたく考えております。

ＷＥＥＫＬＹ

おめでとうございます

11月10日 菰田吉見会員夫人 三恵子様

11月16日

11月30日

早栗義文会員夫人

維久子様

大阪難波RAC11月度第1例会
(新大阪RAC・大阪城南RAC・
大阪帝塚山RAC・八尾RAC合同)

これからの予定
11月13日（土）14日（日）道頓堀リバーフェスティバル
11月18日（木）例会・新入会員歓迎会
11月25日（木）例会
12月 2日（木）例会・定例理事会
12月 9日（木）例会・クリスマス忘年会

【日時】2021年11月11日(木)
19:30～21:00
【場所】クレオ大阪中央研修室１
大阪市天王寺区上汐5-6-25
【内容】国際問題について知ろう
【ロータリアン登録料】3,000円
※ご出席されます方は、大阪難波
RC事務局までご連絡をお願い致し
ます。TEL06-6632-3956

（国際ロータリー会長 シェカール・メータ ）
２０２１-２０２２年度 国際ロータリーのテーマ
「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
（第2660地区ガバナー

今日の卓話
１１月１１日（木）
テーマ
「自己紹介」
卓話者
長田博文会員
長崎 武会員

吉川秀隆 ）

次回の卓話

ロータリー４つのテスト

１１月１８日（木）

言行はこれに照らしてから

テーマ

１．真実かどうか

「自己紹介」

２．みんなに公平か

卓話者

３．好意と友情を深めるか

段

正峰会員

４．みんなのためになるかどうか

♪

Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ
Ｒ‐Ｏ‐Ｔ‐ˇＡ‐Ｒ‐Ｙ，That ｓｐｅｌｌｓ Ｒｏｔａｒｙ．
ＲＯＴˇＡＲＹ ｉｓ ｋｎｏｗｎ ｏｎ ｌａｎｄ ａｎｄ ｓｅａˇ．
Ｆｒｏｍ Ｎｏｒｔｈ ｔｏ Ｓｏｕｔｈˇ，
Ｆｒｏｍ Ｅａｓｔ ｔｏ Ｗｅｓｔˇ，
Ｈｅ ｐｒｏｆｉｔｓ ｍｏｓｔ ˇｗｈｏ ｓｅｒｖｅｓ ｔｈｅ ｂｅｓｔ；
Ｒ‐Ｏ‐Ｔ‐ˇＡ‐Ｒ‐Ｙˇ，ｔｈａｔ ｓｐｅｌｌｓ Ｒｏｔａｒｙ．

本日のプログラム

開 会 （点鐘） 通算第２１２４回例会
・ロータリーソング「ROTARY」
・ソングリーダー
岡本真一郎会員
・来客紹介
友好委員
・ストレッチ
会 食
・歌とピアノ
・会長報告
・幹事報告
・委員会報告
・出席報告
・ニコニコ箱報告
・卓話

№２１２４

ＢＵＬＬＥＴＩＮ

大阪難波ロータリークラブ週報

第６回例会

11月 1日 宮本倫明会員夫人 愛様
北田好文会員夫人 雅代様

２０２１．１１．１１

ニ コ ニ コ 箱 報 告

木下裕子
西原芳博会長
中川静夫幹事
各委員長
出席委員
ＳＡＡ

前 回 の 合 計

￥６５，０００

本日までの累計
11月末の予算額

￥６４０，０００(38％達成)
￥１，６６０，０００

出
前回
会

員

席 報

１１月４日
総

告
３週前 １０月１４日

数 ５ ８ 名
出席免除を除く

閉

会

（点鐘）

出 席 会 員 数 ３ ７ 名 ＭＵを含む
修正出席率82.69％
出
席
率 ７ １ ％

大阪難波ロータリークラブ
例会日時 毎週木曜日 １２：３０
創立 １９７６年８月５日
例会場
スイスホテル南海大阪7階 芙蓉の間
会長：西原芳博
幹事：中川静夫
会報・雑誌委員長：赤坂 宏
事務局：安部亜希子
事務局 〒542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 スイスホテル南海大阪５階
TEL 06-6632-3956
FAX 06-6632-3957
e-mail osaka-namba@poem.ocn.ne.jp

★卓話

★来客紹介：長田友好委員
千田会員のゲスト
吉田啓介様
★会長報告：西原会長
1.本日のお客様で、吉田啓介様ようこそお越しい
ただきました。ごゆっくりお過ごし下さい。
2.先週で3週に渡る委員会活動計画の発表が終わ
りました。最終週は、青少年奉仕の福田委員長に
15分に渡り今年度始動のRACについて語っていた
だきました。RAC会員の方たちのお披露目の場と
して、今年はロータリアンのみで行う予定のクリ
スマス忘年会に招待し、皆様に紹介する予定で
す。第2660地区にはRAC提唱クラブが25クラブご
ざいます。大体のクラブが10名前後で一番多いの
が八尾RACの25名、次に関西大学RACの19名、続い
て大阪東RACの17名、そして4番目に大阪西RACと
私たちの提唱の大阪難波RACが14名となっており
ます。会員増強という所では、コロナ禍において
ロータリー以上に苦戦しているのがRACでござい
ます。私自身も地区のRAC委員会に出向させて頂
いていますが、一年半、ZOOMでの例会を続けるク
ラブが多い反面、リアル例会が減少、顔を合わせ
る事ができず、2.3名でのクラブ運営を余儀なく
されているRACも少なくありません。この原因の
ひとつとして、提唱ロータリークラブとRACとの
つながりが希薄になっているという事があげられ
ます。もちろん、そうではないクラブもあります
が、これはロータリークラブの役職が基本単年度
制であることにも起因しているのかもしれませ
ん。我がクラブは、幸いにしてRAC立ち上げにか
かわったロータリアンが多く、又、毎週のように
名前を出していますが、中川博之会員の人脈から
も現段階では活発的に動いているRACのひとつだ
と言えると思います。先週、福田委員長から説明
があったセレッソ大阪とコラボしたAEDへの取り
組みも継続的なものになると将来的には大阪難波
RCとしても大きな奉仕活動のひとつと成り得る可
能性を秘めていると思います。
RAC設立委員会では、当時の林委員長、川口直前
会長、福田直前幹事、中川博之会員、私西原でス
タートしましたが、最近のRAC例会では中川幹事
はじめ、岡本会員や清水友好委員長、松田友好副
委員長なども参加して頂いております。会員の皆
様からも一般会計としてRAC予算を計上させて頂
いております。是非、一度参加の上、全員参加の
奉仕活動に育てあげれますことを楽しみに、ご協
力お願いいたします。
そして、本日はこの後、直前会長幹事の慰労会が
ございますが、ガバナー月信で前年度の第2660地
区におけるロータリー賞受賞クラブが発表され、
WEB上で「ロータリークラブセントラル」におい

て13項目の目標を達成したクラブに送られます
が、我がクラブと致しましては、初めてこの賞を
頂きました。川口直前会長、福田直前幹事、本当
にお疲れ様でございました。本日夕方ゆっくり慰
労させていただきます。
★幹事報告：中川静夫幹事
1.本日例会終了後、定例理事会を開催させて頂
きますので、理事役員の方はご出席下さい。
2.ロータリー米山奨学会への特別寄付と、ロー
タリー財団への寄付の表彰をさせていただき
ます。お名前を呼ばせて頂きますので前へお
越しください。松浦会員、立花会員、中川静
夫会員お願いいたします。
★委員会報告
◇友好委員会：清水委員長
本日17時より会長幹事慰労会を開催させていただ
きます。15:30スイスホテル５F発のバスにご乗車
下さい。
★ニコニコ箱報告：三島副SAA
西原芳博：本日、川口直前会長、福田直前幹事、
たっぷり慰労させて頂きます。後ほど
宜しくお願い致します。
中川静夫：川口直前会長、福田直前幹事、遅くな
りましたが、本日慰労会です。ゆっく
りとお過ごし下さいませ。又、清水友
好委員長、下見など、段取り有難うご
ざいました。
谷口 勉：美しい花束ありがとう。娘共々感謝し
ています。
大地庸元：ゴルフコンペで思いがけず２位の賞品
をいただきまして。
森田 納：例会欠席お詫び。
早栗義文：川口直前会長、福田直前幹事、コロナ
禍の中、お疲れ様でした。慰労会欠席
お詫び。
本間一成：例会再開一ヶ月たちました。コロナお
さまりかけましたが、気を緩める事な
く、今度はインフルエンザにも気を付
けて。
東村賀文：ようやく出席できる様になりました。
よろしくお願いいたします。
岡本真一郎：川口、福田Before会長幹事、お疲れ
様。
日髙雅哉：本日、卓話で自己紹介をさせて頂く機
会を頂きましてありがとうございま
す。
長崎 武：ミナミを少しでも盛り上げたいと思い
ます。
段 正峰：町ににぎわいをありがとうございま
す。

テーマ「自己紹介」
卓話者 日髙雅哉会員
生年月日は、1987年（昭和62年）6月23日です。
神戸市の兵庫区で生まれ、大学を卒業するまで
そこで育ちました。この地で生活していました
のは、家業が関係しております。
祖父の代から質屋を営んでおりました。いまで
いうマーケティングの結果、この地がいいだろ
うということで、祖父が創業したと聞いており
ます。自宅とお店が一体化しており、よくお客
様への対応している家族の姿を見ておりまし
た。父が祖父の後を継いでいたこともあり、私
もそのまま質屋の跡を継ぐものだと子供ながら
に悟っておりました。
兄弟は2歳上の姉がおります。気が強い姉とは
ほぼ毎日喧嘩をして鍛えられました。殴る蹴る
は日常茶飯事で、いつも泣かされていました
が、中学校に入る頃には、勝っていましたが、
女の子を殴ってはいけないものだとこの頃に気
が付きました。いまとなっては、私が経営する
会社の事務員として平日は毎日勤務してもらう
ことになるなど夢にも思っていませんでした。
弟のために頑張ろう・貢献しようという姿勢に
日々ありがたく思っています。36歳、独身、×
なしですので、良い方がいらっしゃいましたら
ご紹介ください。
小学校の頃は、サッカー少年でした。みさきFC
というクラブチームに所属し、ほぼ毎日サッ
カーをしていました。ただ、試合中に相手選手
とぶつかり、脳震盪を起こしたこともありま
す。それもあってか、親も過保護になり、ヘ
ディングをすると脳が揺れて頭が悪くなるから
するな、など言われ、サッカーはあまりうまく
なりませんでした。
中学・高校生の頃は、テニス部に所属しており
ました。中高男子校でしたので、テニスは大会
になると女子とも出会うことができるというこ
とを聞きすぐに入部しました。
現在の趣味は、ゴルフとテニスなのですが、
誘ってくださる方が多いという外部要因が大き
く作用しそのような結果となっています。しか
し、可能であればまたサッカーは始めたいくら
いいまでも大好きなスポーツです。
中学・高校は神戸市須磨区にあります滝川学園
に通っていました。スポーツの強豪校である滝
川第二とは姉妹校です。理由は、父が滝川の卒
業ということで、半ば強制的に小学校4年生の
ころから受験勉強をさせられ、志望校も勝手に
決まっていました。滝川に通っていた6年間
は、テニスに打ち込んでおりましたが、とても
青春を謳歌できた時期だったかと思います。い
までも仕事のことは忘れて語ることができる仲
間を作ることができたのは人生の宝だと思いま
す。恩師とも言える人と出会えたのは滝川学園
でした。いまでも定期的にお会いさせていただ
き、相談に乗って頂いている先生がいます。

大学は近畿大学経営学部に入学しました。そこ
で人生最大の青春を謳歌する、、ことはありま
せんでした。なぜなら、浪人をしてまでも志望
校に受からずに、いわゆるセンター利用という
方法での入学決定が近畿大学だったからです。
人生における挫折というものを初めて経験しま
した。
従いまして、大学生活は遊ばずに悔いの残る勉
強で見返したいという気持ちが強く、いわゆる
ダブルスクールをして（経営学部会計学科に通
いながらＴＡＣという資格取得のための専門学
校に通い）公認会計士の資格試験に励みまし
た。しかし、当時合格率2％という難易度の高
い試験に四苦八苦しました。短答式・論文式の
2段階の試験で、その両方が受からないと合格
者になれないというものでした。大学生3回生
の冬のころ、就職先の決まった友人がたくさん
出てきました。少し焦ってゼミの先生に相談
し、就職活動もした方がいいか検討しました。
その結果、新卒という武器を使った就職活動は
この時期しかできないので、1度やってみよう
ということで、2か月ほど動き、みずほ証券の
内定をいただきました。すごく迷いましたが、
公認会計士試験は諦めて、証券会社に入社する
ことを選びました。
みずほ証券は、私の入社する時、丁度みずほイ
ンベスターズ証券と合併する年でして、合わせ
て同期が500名以上いました。
もちろん全員の名前と顔が一致することはあり
ませんでしたが、1か月間の研修を通して、こ
いつにはかなわないなという逸材から同じくら
いのレベルかなと思える人まで多種多様な人が
いました。それでもなにか輝くものをもってい
る人ばかりでしたので、彼らからは色々なもの
を吸収させてもらいました。
初めの勤務地は、香川県の高松市でした。研修
中、勤務地等の希望を聞かれるのですが、全く
希望を出していないエリアでしたので、人事部
にはかなり抗議しました。が、高松も関西みた
いなものでしょ、と一蹴されてしまいました。
その反面、高松では、素晴らしい上司、先輩に
恵まれ、つらいことも多かったですがとても仕
事が楽しく、やりがいを感じる日々でした。
人生の伴侶にも高松で出会うことになったた
め、いまでも第二の故郷であります。
これまで、麺類はそば派でしたが、うどん派に
なりました。
高松で2年間過ごしたあと、東京本社での勤務
が始まりました。私が大阪に引っ越してきたの
が、4年前ですので、約7年間は東京に住んでお
りました。実は、地理や路線については、大阪
よりも東京の方が詳しいです。
東京本社での仕事は、みずほ証券の強みであ
る、銀行・証券・信託を連携し、円滑に互いに
顧客を紹介できる仕組みづくりをするというも
のでした。いわゆるOneみずほを体現していく部

★卓話

テーマ「自己紹介」
から全部自分たちで作り上げて行きました。
卓話者 坂本正樹会員 サラリーマン時代は売上を上げるのがあんなに簡
単だったのに、自分で起業すると1万円の売上を
1986年に医者の父親の仕事の都合でアメリカの
上げる事がこんな難しいんだと痛感し、起業を甘
ニューメキシコ州で産まれました。
く考えてたなと反省したことを今でも覚えてま
1歳になる頃には大分、その後は福岡で育ちまし す。でも生きていくためには売上を上げないとい
た。
けないので、朝の7時から夜中の1時まで仕事をし
勉強は好きでも嫌いでもなく普通の人生を送って て、僕はその後新聞配達の夜間のバイトをして少
いましたが、高校生の頃に読んだ明日のジョーと し眠ってまた仕事に向かう、みたいな生活を1年
いうボクシングの漫画を読んで、次の日には「プ 繰り返していました。
ロボクサーになるんだ」と近所のボクシングジム 2年目に入ってようやく少しずつ売上を上げる事
に通い出しました。そこからは勉強はほぼせずに ができ、最終的には道の駅の事業を売却できまし
ボクシングに没頭していきました。
た。
大学受験も自分の行きたいジムが岐阜県にあり、 2社目は2017年に民泊ブームに乗って、アパマン
そこのジムに通うためにジムから一番近い大学を ショップを展開してる上場企業のアパマンの大村
選んでそこに進学しました。
社長を口説いて、共同出資をした会社を設立しま
大学1年生の夏に無事プロテストを合格して、さ した。設立2年で売上10億を突破して、翌年には
あ、これからが本当の勝負だという時に、私は目 丸紅も資本参画して上場準備に入り、上場直前期
が元々あまり良く無いのですが、プロになって試 まできてました。あ～これで会社を上場させて自
合をするってことで一応眼科に行ったら、目の奥 分の人生も楽勝モードかな～とか甘いことを考え
の膜のようなものが薄く、ちょっとの衝撃でも網 ていたら、まさかのコロナで業績が急に悪化しま
膜剥離になりやすいということでまさかの1試合 した。今でも覚えていますが、去年の4.5.6月は
もできずにドクターストップで、泣く泣くプロボ 三ヶ月連続会社から毎月1.5億円ずつキャッシュ
クサーの道を断念する事になりました。
アウトして、為す術もなく「1億円ってこんなに
そこからは目標を一気に失って、半年くらい大学 簡単に溶けていくんだな」と呆然としました。
もほぼ行かずに抜け殻のようになっていました。 コロナのせいにしていても始まらないので、去年
このままじゃダメだな。将来なにかしないと。何 の10月頃から、今まで温めていたいろいろな事業
かに向けて努力しないととボヤッと考えるように を展開させようと思い、一つ一つ急ピッチで立ち
なっていた時くらいに、TVでホリエモンが取り沙 上げていって、今では13法人を経営しておりま
汰され初めて起業して会社を経営するという事を す。
考え始めました。
起業してから一貫して、マーケティングに力を入
とりあえず大学生でもできるお金の稼ぎ方って無 れていたおかげで、色んな事業を展開しても得意
いかな？と考えて何を血迷ったのか僕はパチスロ のマーケティング力を活かして、現在は全ての事
で稼ぐ事を決意しました。
業が黒字化して、なんとか運よくコロナの危機を
その後、いろんなビジネスを考えましたが、ス
脱しております。
ロットばかりしてる大学生の僕に良いアイデアが そんな時に、お世話になっていた関西コレクショ
出るわけもなく、一度大企業に就職して、そこか ンの中川社長からロータリーの存在を教えてもら
ら起業を考えようと思い、証券会社に就職しまし い、お誘いいただきました。起業してから約10年
た。
ずっと仕事してかしてなかったので、人間として
証券営業は噂では聞いていましたが、実際にノル もうワンステージ上げるには、すごく良い機会な
マに到達しないと毎日怒られるという職場でし
んじゃないかと思って入らせていただきました。
た。
まだ数回しか参加できていませんが、行くたびに
時には上司から殴られている先輩も普通にいるよ 学びがあり、話を聞かせていただく度に新しい発
うな職場でしたが、体育会系の私には結構マッチ 見があり、早くもロータリーに参加してよかった
していて、数字だけで人格が評価される異常な職 なと思っております。
場をかなり楽しんでたと思います。
右も左も分からない若輩者ですが、学ぶだけでな
丸2年はがむしゃらに仕事をして、生意気ながら く少しでも大阪難波ロータリークラブに貢献でき
にこれ以上はあまり得るものが無いなと思い、三 たらと思っています。
年目の夏に退職をして26歳の時に最初の起業をし これからご指導ご鞭撻の程どうぞよろしくお願い
ました。
致します。
最初に選んだ事業内容は、当時プラットフォーム
ビジネスが流行っていたので、道の駅のクチコミ
サイトを作りました。
証券営業しかした事がなかったので、共同創業者
の柴田と二人で朝から晩まで初めてのプログラミ
ングみたいな本を読んではサイトを作ってと、一

11月4日(木)午後17：00分より不死王閣において川口直前会長・福田直前幹事の慰労会が開催され
31名の会員の皆様にご参加頂きました。西原会長より川口直前会長並びに福田直前幹事へ記念品が
手渡されました。そして白野元会長の乾杯のご発声のもと開宴し歓談の中、北田元会長、夏元会
長、荻原元会長、岡西元会長、森田会員、赤坂会員、川井会員、長田会員から一言をいただき、山
田元会長の中締めを終え、和やかな雰囲気の中閉会となりました。
差入れとして、池田くれはロータリークラブの元会長で不死王閣社長の岡本様より呉春をいただ
き、また西原会長よりシャンパン、中川幹事より魔王、大地元会長より森伊蔵、私よりワインとウ
イスキーを差し入れさせて頂きました。大変ありがとうございました。
文責：清水一人

川口直前会長、福田直前幹事、
一年間お疲れ様でした♪
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１１月度定例理事会議事録
1.12月9日(木)18時より、ホテルロイヤルクラシック大阪において、大阪難波ロータリークラブ
クリスマス忘年会を行なう事が報告された。当日は、大阪難波ローターアクトクラブのメンバー
も招待する。また、2022年6月京都方面へ打ち上げ家族旅行を計画していることが報告された。
2.ガバナー補佐セクレタリーの設置について話し合われ、2022～23年度伴井ガバナー補佐就任の
際、３名のセクレタリーを人選することが承認された。
3.地区補助金を利用した奉仕活動による冷凍庫と新米450kg寄贈の贈呈式について、11月24日(水)
14:00より北御堂（本願寺津村別院）にて行い、またその新米は12月11日(土)に北御堂フードパン
トリーにて行われる1000人規模の食料提供のイベントにて当クラブが協賛する事が報告された。
5.三姉妹合同例会中止の伝達文を、釜山西北RCと台中西南RCへ送ることが承認された。
6.地区より2022-23年度 地区委員出向者推薦の依頼があり話し合われ、会長幹事に一任することが
承認された。
7.千田会員ご推薦の吉田啓介氏が会員候補として承認された。

