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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

１１月２５日（木） 

テーマ 

   「2021-22RID2660 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

１２月２日（木） 

テーマ 

  

川上次郎会員 

 
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 

 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 

（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 吉川秀隆 ） 

 ２０２１．１１．２５  №２１２６ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計     ￥９０，０００ 

本日までの累計    ￥８１５，０００(49％達成) 

11月末の予算額  ￥１，６６０，０００ 

出 席 報 告 

前回 １１月１８日 ３週前 １０月２８日 

会 員 総 数 ５ ８ 名 
出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 7 2 . 5 4％ 

出 席 会 員 数 ４ ２ 名 

出 席 率 ７ ７ ％ 
これからの予定 

12月 2日（木）例会・年次総会・定例理事会 

12月 9日（木）例会・クリスマス忘年会  

12月16日（木）例会 

12月23日（木）例会 

第８回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１２６回例会 

・ロータリーソング「四つのテスト」 

・ソングリーダー  岡本真一郎会員 

・来客紹介     友好委員 

 

会 食 

・歌とピアノ    木下裕子  

・会長報告     西原芳博会長 

・幹事報告     中川静夫幹事 

・委員会報告    各委員長 

・出席報告     出席委員 

・ニコニコ箱報告  ＳＡＡ 

・卓話    

 

閉 会 （点鐘） 

ができて更なる多角化に邁進した時代です。順次 
私の兄弟が家業に戻ってきました。今の体制で
す。 
バブル時代の後 パチンコ業界はまだ元気でし
た。ミナミエリアに9店舗ありましたが映画館の跡
地や芝居小屋の跡地に大型のチェーン店が来て
古くからある小型店は商売替えをして行きました。
お金とお店は減らしたけど、いい社員が残ったと
父に言い訳してたことを思い出します。兄弟で店
や会社を分けず、共同経営するやり方で、パチン
コ以外の事業柱をいくつか始めてました。 
叔父達が大好きでした。大学も叔父の影響で同じ
大学へ進みました。入社すぐにパチンコ業界の青
年部に在籍させられJCにも入会しました。 27歳
でした。JCに推薦された先輩達からは飲みすぎな
いようにとアドバイスされましたが、パチンコ組合
の飲み会 華僑のおじさんたちの飲み会がすご
かったので怖いもの無しでした。 
30歳の時 551の羅さんが理事長になられた時 
親父から華人が理事長になれた、行って手伝っ
てこいとのことで戎橋商店街の役員に入れてもら
いました。 
3代目の私が歴史を話せるのも実家に戻って3年
目に50周年の社史を編集しました。祖父の本もそ
の一年前にまとめました。今から6年前には70周
年社史もまとめてもらいました。 
父 会長の意思も知る為3か月で遺稿集もまとめ
てもらいました。 
会社を知る まとめる 思う100年企業をつくる第
一歩となると信じて後世の社員にルーツを知らせ
ます。 
1992年12月に入社した私は10年ぐらい、バブル
の後でしたが、21世紀に向けて議論し、さまざま
な事業投資を提案し、体験しました。 
2003年9月 父が食堂癌を患った時に社長に就
任しました。38歳でした。まだやり残したことがある
と元気に帰ってきました。 

私に不安いっぱいだったのでしょう。 
その後16年間 かなりダメ出しいただきました。 
2020年7月 父は突然7か月の闘病後 亡くなりま
したが過去の病気の件もあったので相続対策は
以前から準備して進めておりました。 
父はパチンコを産業として認めてもらう。確立す
る。そこに努力されてた1957年組合設立から54年
間実務で後 名誉理事長10年 84年の人生のう
ち64年努力されました。 
2008年 社長業5年 40代後半なかなか事業がう
まくいかなく禁酒し経営を学び直しました。 50歳
になった6年前 シンプルになりました。お酒も復
活しました。事業を4つは持たないと長寿企業に
なれないと言ってた父。事業柱4つ作るぞと言って
ました。 
私は21世紀に必要とされる事業を基準にそのスク
ラップ&ビルドします。 
不動産収入は事業開発費と考えて仲間を集め社
員とともに事業投資を続け、社員に希望を持たせ
て行動支援します。 
21世紀にあるべき事業 模索中ですが、組織 人
づくりを充実させてきました。 
プロパーでも執行役になれる。チームでことに当
たる。今は志を共にする240人の社員がいるグ
ループです。関西をアジアの中心に幸せ創造企
業としてお節介じじーとババーになりたい仲間を
集めて21世紀型 ビジネスを意識してコツコツ取り
組んでいきます。 
最後の言葉です。 
「生まれた時の世の中を さらに良くして死にた
い。」私はこれから活動を共にするロータリーでの
行動で皆様に良き友人となれるように努力して参
ります。 
どうぞ引き回しのほど、
よろしくお願い致しま
す。 
 

１１月 入会記念日 おめでとうございます 
   11月 1日 西原芳博会員 平成19年   11月 2日 三島敏宏会員 平成29年   

11月  4日 桜井 明会員 昭和57年   11月 4日  黒川友二会員 昭和57年       

11月 7日 福田 忠会員 平成25年   11月 7日 森田 納会員 平成25年    

11月12日 大地庸元会員 昭和62年 

 ♪ 四 つ の テ ス ト 

  真実かどうか 

  みんなに公平か 

  好意と友情を深めるか 

  みんなのためになるかどうか 



★来客紹介：ありません。 
 
★会長報告：西原会長 
1.まず最初に10月はじめから池側会員が休会されて

おりまして、先週電話で話しましたが、実は大腸が
んで手術され入院されていたとの事でした。心配
かけぬよう、ロータリーの方には誰にも言われてい
ませんでしたが、先週無事退院され、今は経過も
良好との事ですので、もうしばらく休会されますが、
温かく見守って頂ければと思います。 

2.本日、新入会員歓迎会が行われますが、そこに主
役の一人として出席予定でした宮本会員が、先週
転倒してケガをされ、外傷性脳内出血で入院し、
本日欠席となりました。現在も入院中ですが回復
に向かわれているという事ですので、元気な姿を
見れるのを心待ちにしたいと思います。 

3.さて、先週土曜日、日曜日は道頓堀リバーフェス
ティバルに多数ご参加頂きまして有難うございまし
た。エンドポリオの募金額については先ほど三島
委員長から報告がありましたが、このポリオ撲滅の
募金を募るために今回はローターアクトの会員たち
も必死に募金箱をかかげ、構内を歩き回り、また日
曜日は舞台に上がりポリオについて知らない方が
多いロータリアン以外の人々にその説明を2回に
渡って演説してくれました。朝一の舞台でのアピー
ルでは突然の大役となり、アピールもままならぬま
ま終わりましたが、それを悔しく思ったRACの林雄
大会長はじめ会員の皆がネットでその場でポリオ
について調べ、その知識を短い時間で舞台でア
ピールする術を中川博之会員からの指導を受け、
昼一の時には立派にその大役を果たしました。彼
らにとって、はじめての大仕事でしたが、無事こな
し、一歩成長するところを私たちも舞台袖から見守
ることが出来、大変有意義な時間となりました。  
先週、赤坂クラブ会報雑誌委員長からも10月世界
ポリオデーに即してポリオの記事についても説明
がありましたが、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団共同会
長ビルゲイツ氏も「ロータリーは、ポリオのない世界
を追求した最初の団体です。多くのロータリアンが
ファンドレイジング、予防接種、アドボカシー活動
に尽力してきました。ポリオのない世界実現のため 
の最後のステップが最も困難であり、すべてのロー
タリアンから の支援が必要です。共にポリオを根絶
できると私は確信してい ます」 とあります。最終ス
テップにかかわり最後の瞬間に立ち会えたなら、ま
た、新しい達成感が得られる事だと思います。引き
続きのご協力お願い致します。 

4.さらに社会福祉協議会の元、身障者の手作りした
授産品の販売ブースでも我がクラブの沢山の会員
が購入し、2日目は残っている品を福田青少年奉
仕委員長や三島社会奉仕委員長が大人買いし、
また、その姿を見て他の会員の方も最後の追い込
みで沢山の授産品を買われていました。人道的奉
仕のI serveがWe serveに波及する大阪難波ロータ
リークラブの奉仕の精神と仲間意識の強さを感じる
一幕で誇らしく思いました。 

★幹事報告：中川静夫幹事 
1. 来々週12月2日例会終了後、年次総会を開催さ

せていただきますので、少しお残り下さい。その
後、定例理事会を行ないますので、理事役員の
方はご出席下さい。  

2.本日、メールボックスに持ち回り理事会で承認さ
れました次々期会長、次期理事候補者のご通知
を書面で入れさせて頂いております。ご確認くだ
さい。 

 
★委員会報告 
◇社会奉仕委員会：三島委員長 
先日の道頓堀リバーフェスティバルに多くの会員様
のご参加ありがとうございました。また、ポリオ撲滅募
金と授産品チャリティーバザーにご協力頂きまして心
より感謝いたします。 
 
◇友好委員会：清水委員長 
本日18時よりホテルモントレグラスミア大阪にて新入
会員歓迎会を開催させていただきます。宜しくお願
い致します。 
 
◇野球同好会：福田会員 
11月23日(火・祝)住之江公園球技場にて野球を行
ないます。RACも交えて紅白戦を出来ればと考えて
おります。ご参加宜しくお願い致します。 
（グランド不良の為中止となりました） 
 
 
★ニコニコ箱報告：三島副SAA 
西原芳博：道頓堀リバーフェスティバル、三島社会

奉仕委員長、福田青少年奉仕委員長、お
疲れ様でした。千田元会長、大変お世話
になりました。 

中川静夫：道頓堀リバーフェスティバルへお忙しい
中ご参加頂きお疲れ様でした。また、RAC
への寄付やポリオ撲滅への募金ありがとう
ございました。 

北田好文：家内誕生日にきれいな花を送って頂き、
大変喜んでいました。（西原会長頑張って
いますネ） 

白野陽一：社会奉仕、青少年奉仕、友好委員の皆
様、大変お世話になりました。 

川口栄計：道頓堀リバーフェスティバル ポリオ撲滅
募金活動、三島委員長お疲れ様でした。
一日目に続き、二日目も一万円徴収され
ました（悲） 

林 博之：道頓堀リバーフェスティバル、お疲れ様で
した。RACメンバー、三島委員長に感謝で
す。ありがとうございました。 

松浦孝尚：例会欠席お詫び。 
米澤 勉：道頓堀リバーフェスティバル、会長、幹

事、三島委員長お疲れ様でした。 
清水一人：道頓堀リバーフェスティバル、お疲れ様で

した。 
清水一人：結婚記念日、自祝。 

福田 忠：道頓堀リバーフェスティバル、ポリオ撲滅
チャリティー・大社協授産品バザー、西
原会長、中川幹事、三島社会奉仕委員
長、二日間お疲れ様でございました。両
日ともRACメンバーがお世話になり、あり
がとうございました。RAC打ち上げでは
中川博之会員大変お世話になりました。 

森田 納：会長、幹事、三島委員長リバーフェス
ティバルお疲れ様でした。 

右田竹郎：道頓堀リバーフェスティバル、皆様お疲
れ様でした。 

中川博之：道頓堀リバーフェスティバルでの2日
間、秋晴れの中での開催となり、会場に
駆けつけてくださった皆さんとお会いす
る事ができて嬉しかったです。三島社会
奉仕委員長、ブース運営のとりまとめを
有難うございました。 

荒山義雄：道頓堀リバーフェスティバル、お疲れ様
でした。 

段 正峰：昨日、天美セブンパークに新店オープン
しました。おどりたこ焼きが皆様に好かれ
ますように。 

三島敏宏：先日の道頓堀リバーフェスティバルにご
参加頂きまして、有難うございました。 
エンドポリオ募金と授産品チャリティーバ
ザーにご協力いただきまして心より感謝
いたします。 

 
★卓話                テーマ  「自己紹介」 
                    卓話者 段 正峰会員 
人は2度死ぬ。 
昨年父は亡くなりましたが、父のことを思い出さなく
なることが2度目の死“だそうです。2度目の死は家
族子孫、友人がいるとその中で生きつづけるので
しょう。 
歴史に残る偉人は2度目までが長寿です。思い出
すきっかけが 仏壇 お墓 銅像なのでしょうか。 
SNSが普及した21世紀はQRコードで動画再生で
しょうか。父を知る皆様がいる、ロータリーに入会さ
せて頂いて、父を知る皆様と時間を共に過ごさせ
ていただく、父のことを思い出されるでしょう。 
似てるとこもあるでしょう、違うことも沢山あると感じ
られると思います。でも自分らしく皆様のお役に立
てればいいのかなと思っております。共に活動させ
ていただくことで、誰かのお役に立つ 本年56歳 
残りの人生頑張って生きたいと思います。私はこれ
から活動を共にするロータリーでの行動で皆様に
良き友人となれるように努力して参ります。どうぞ引
き回しのほど、よろしくお願い致します。 
段家のルーツ。 
亡き父 為梁は、8人兄弟の長男、祖父祖母との散
髪屋さん時代を布施で過ごされました。 
戦後 1945年 11月 9歳の時 終戦直後、家族は
難波に転居して祖父祖母と家族で食堂の商売を
始めました。屋号は中華料理 四海樓です。 
父は、戦前 戦中と芋ばかり食べて背が低いと言っ
てました。父は、情報が少ない環境だったので、華
人に理解のある先生を頼り南中学から越境して清
水谷高校に通ったそうです。麻雀は高校時代に覚

え、強かったそうです。 
戦後1945年 終戦すぐ難波で祖母の料理で食堂
をはじめていたそうです。難波の地主さんが現れ
て、家族の振舞いや心構えを見て土地を譲っても
らうことができたそうです。祖母のおかげだと言って
ました。その後 たくさんの美味しいお店がオープ
ンして街は、賑わっていたそうです。 
精華小学校には昼食だけでなく朝食もあったそう
です。商売人がお金を出し合って作った学校やで
と聞かされていました。 
時代も不安定で父は阪大に入り医者になるつもり
だったそうですが、結果関西学院大学の学生で
す。経済学部 剣道部です。大学の恩師や剣道部
のご友人達には、私たち父家族も良くしていただき
ました。この時代のことは祖父から2年 ヒヤリングを
し、祖父の考えたことを聞かせてもらった本、難波
新地1丁目からでまとめました。 
創業49年の時に父の命で、私が編集社に手伝っ
てもらい上巻しました。 
父とパチンコ。 
華僑の恩人加来棟氏から紹介され 昭和27年
1952年にはパチンコ四海樓を家族で始めていま
す。初期のパチンコは、賞品のお菓子やタバコを
店前で現金に換える大衆娯楽でした。父は生涯パ
チンコを産業として確立することに努力されてまし
た。字が読めない華僑経営者のための華僑の集ま
り日本の行政との橋渡し 南華公会もこの時代に
始まりでした。初代会長は祖父です。 
父は天王寺にある大西会計事務所の大西正一先
生と出会い経営の本質を得たそうです。 
後に私が家業に戻った時には、私もその大西経済
研究会に入れられました。 
その後継者育成が目的の人間学講座は論語や貞
観政要 孫氏 般若心行から経営を学ぶとして檀
家を持たない蒼龍寺の公方俊陵先生に学び今も
月に1回 29年目です。でここ数年は代表幹事をさ
せていただいています。 
父は大西正一先生との出会いから商売を法人にさ
れ光栄商事・光明興業が最初の会社です。 
昭和初期の(1926-89)P業界は不安定な状況でし
たので利益はもっぱらアパート等の不動産投資で
した。事業に収益力があったので、拡張していか
れた時代です。銀行とのお付き合いもこの頃から
です。喫茶店へのリース設置等 2000台は扱っ
てたそうです。契約上でいろいろ騙されたことも
あったみたいですが、割り切りも早かったみたい
です。 
父より13歳下(昭和24生まれ)の慕ってた下のお
じさんが社会人6年目に退職されて父の誘いで
家業に戻られました。 
3兄弟の時代です。 
スポーツショップ 学生とのライブハウス レストラ
ンシアター、その頃 大学生だった私は ウイン
ドサーフィンやパラグライダーとか 父のお店が
キッカケでサークルを作り仲間と遊んでました。
学生時代はもっぱらビリヤードで遊んでました。 
私が実家に戻った時は1993年会社には叔父達
が採用した幹部が活躍しておりました。本社ビル

 



11月18日ホテルモントレグラスミア大阪にて、川上会員、宮本会員、川井会員、日髙会員、坂本会員、
長田会員、段会員、長崎会員、合計8名の新入会員歓迎会が開催することができました。 
新入会員も含め総勢41名参加して頂き、西原会長の挨拶の後、西野元会長の乾杯の御発声のもと開宴い
たしました。しばらくご歓談後、順番に推薦者が新入会員をご紹介して頂いた後に新入会員には挨拶し
て頂きました。残念ながら欠席となった川井会員からはビデオレター、宮本会員からはメッセージを代
読させて頂きました。新入会員皆様の写真撮影の時には谷口元会長から新入会員へのお言葉を頂きまし
た。そして最後に川口直前会長に中締めの挨拶を頂き終演となりました。ご参加して頂きありがとうご
ざいました。                                 文責：清水一人 



皆様、楽しい時間お疲れ様でした♪ 


