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さてこんな調子で過ごした学生時代ですの
で、案の定つけが回ってきまして３．４年時に
全履修科目で単位を取らないと留年という事態
に陥りました。3年は何とか全部取りました
が、4年は母と母の友達の北新地のママさんに
お願いして、教授にヘネシーを配ってもらいま
した。しかし、これはいけると確信していた
「放送学概論」で単位を落とし、ゼミの教授に
掛け合いましたところ、「そこにお酒持って
行ってないやろ」と言われ人生の厳しさとした
たかさを学びました。結局、留年が決まり、1
年間1科目のために学校もほとんど行かなくて
良い環境の中でセミナーに通いながら就職活動
しいくつか内定を頂いたのですが、合間に手
伝っていた家業を父が継いで欲しいので就職し
ないで会社に残ってくれと頼まれそのまま、現
(株)川由の社員になりました。
(株)川由の屋号の由来は、祖父川口由蔵の字
を頂いています。祖父は紙箱の折りの仕事をし
ておりまして叔父がそれを継ぎ、(株)川由紙工
業として内装紙箱を作っておりましたが既に廃
業されています。私の父は1番末っ子でしたの
で、段ボールでもすると自宅のガレージで創業
しました。
父が20歳、母が18歳で私を生みました。夜も
遅くまで仕事ですので幼いころは弟と祖父の家
やご近所に預けられることが多く、自然と大人
の顔色を読むようになったと思います。
現在の本社は最初の母屋に隣、向かい、隣の
裏とどんどん廃業された土地建物を買い増した
場所です。私が入社すると受注量も飛躍的に伸
び、父はどんどん設備投資し営業に追われる
日々でした。生産ラインも増設し、借金も膨大
になりましたので、「もうやめてくれ」と懇願
しましたが聞き入れてくれることは無かったで
す。西大和ニュータウンにビルを個人で建設
し、母の生家を守るために材料販売の(株)辻平
を設立の後、私の代に譲りそそくさと隠居され
ました。(株)川由の株式はその借金のおかげで
私名義にて増資でき資本金3500万円、(株) 辻
平が1000万円、個人のビルと元々の会社の拡張
用地の駐車場は私個人の所有でしたが、39歳の
折り資本金1000万円をもって(株)川由興産を設
立し買収し、すべての資産委譲は片付いており
ます。
職種はJIS分類の紙製容器製造販売となってお
りますが、本社工場では主に段ボール箱の製造
販売、印刷紙器、紙袋、包装資材の販売として
おります。関東工場はザ・パック、凸版印刷、
伊藤忠紙パルプの協力会社です、特にザ・パッ
クは創業者森田重成氏の時代からの協力会社で
随分と業界のこと段ボールのこと印刷紙器のこ
とを多く学ばせていただきました。この7月に

就任した山下社長は7代目社長ですが、未だ少
し先輩です。学年同期辺りがそろそろ役員です
ので、そうなると汲みしやすいかなと期待して
います。
次にプライベートな話をしますと結婚は2回
しています。1度目の結婚で２男１女をもうけ
長男が３１歳、次男が２９歳、長女が２３歳で
３人とも就職しています。昨年下の娘が卒業し
ましたのでようやく１度目の養育も終わったと
ころです。しかしながら下の娘だけ未だにタ
カってきます。去年は大学の友達と家族会で利
用いただいた白髭ビーチにも付いてきました。
２度目の結婚が今の奥さんで３９歳の時でし
た。長女が現在中学３年、長男が小学６年、次
女が小学４年です。３人とも同志社国際学院初
等部で長女は同志社国際中学に進学していま
す。いつもクリスマス家族会にも来ていました
のでご存じの方もおられると思います。
大阪難波ロータリークラブとの出会いは、白野
元会長と同じく故仲川裕之元会員から「スイス
ホテルに来れるか？飯でも一緒にどうや？」と
言われまして伺ったところ、山田元会長、白野
元会長もおられまして、「会社案内と履歴書添
えて入会申込書を書いてきなさい」との事でし
た。
会社のお客さんの日進堂製菓の木谷会長から大
和郡山RCの入会申しこみを既に書かされており
ましたところ、当時の王寺RCの勝井整形外科医
院長RC会長からクレームがあり、「川口君の会
社は北葛城郡やから王寺RCに入ってもらわない
と困る」とのことで入会申し込み書を手渡さ
れ、すると今度は奈良西RCの会長、やわらぎク
リニックの北院長から父に電話があり、「自宅
が学園前だから奈良西RCに入るように言ってく
れ」とのことになり、どこに入っても奈良は狭
いし角が立つと言うことでタイミングよくお誘
いいただいたので「大学の先輩から誘われてい
るので大阪難波RCに入会します。」とそれぞれ
に回答した次第です。
入会年度は、林会長と同じ年度で１３年目にな
ると思います。入会以来メークアップ込みの皆
出席を続けております。同じく来年は開催され
るであろう三姉妹合同例会も北橋元会長、北田
元会長、福田会長エレクト、森田会員とともに
皆出席しています。
最後にいつも言いますが、クラブ奉仕は「クラ
ブが１番で自分が２番」今後もクラブが１番を
信条にロータリー生活を
長く続けていきたいと
願っております。

ＷＥＥＫＬＹ

ＢＵＬＬＥＴＩＮ

（国際ロータリー会長 ジェニファー E. ジョーンズ ）
２０２２-２０２３年度 国際ロータリーのテーマ
「IMAGINE ROTARY（イマジン・ロータリー） 」

大阪難波ロータリークラブ週報

（第2660地区ガバナー

今日の卓話
９月２２日（木）
テーマ
「ドバイ万博から
見えてきたもの」
卓話者
宮本倫明 会員

第１１回例会

ロータリー４つのテスト

９月２９日（木）
テーマ
「健康と近況について」
卓話者
長崎 武 会員

言行はこれに照らしてから

♪

（点鐘）

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

四つのテスト

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
ニ コ ニ コ 箱 報 告

木下裕子
林 博之会長
松田禎胤幹事
各委員長
出席委員
ＳＡＡ

前 回 の 合 計

￥４８，０００

本日までの累計

￥９１１，０００(92％達成)

9月末の予算額

￥９９０，０００

出
前回
会

会

１．真実かどうか

真実かどうか

開 会 （点鐘） 通算第２１５５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

閉

宮里唯子 ）

次回の卓話

本日のプログラム

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

№２１５５

員

席 報

９月１５日
総

告
３週前 ８月２５日

数 ６ ３ 名

出 席 会 員 数

４ ２ 名

出席免除を除く
ＭＵを含む

修正出席率78.94％
出

席

率 ７ ２ ％

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：林 博之
幹事：松田禎胤
会報・雑誌委員長：川井宗次
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

前回の記録

第１０回

★来客紹介：ありません。
★会長報告：林会長
1.SDGs目標2「飢餓をゼロ」について解説い
たします。飢餓というのは食料不足や栄
養不足によって生きることや生活が困難
な状態のことを指します。日本で生きて
いる中ではあまり馴染みがないようなも
のですが、今世界人口の９人に1人が飢餓
状態であると言われています。では何故
この飢餓という問題が起きているかと言
うと、単なる食料の生産量が少ないとい
う理由ではなく、食料がほとんど先進国
で消費されているという理由で、飢餓が
起きていると言われています。たとえば
アフリカには食料がしっかりと行き渡っ
ていないという現状があります。さらに
これに追い打ちをかけるように、経済の
発展で人口増加によって2000年から2050
年を比べたときに食料が1.6倍に増加し、
食料の生産が追いつかないと言われてい
ます。そういった中で私たちができるこ
とは何か？私たちができることは食品ロ
スです。これが一番日本人に大きく関わ
るところです。今、日本では年間約522万
トンの食品ロスを出していると言われて
います。国民1人に換算すると、毎日お茶
碗1杯分の食料を捨てていることになりま
す。食品ロスとは本当は食べられるのに
捨てられている食品のことを言います。
これは世界でトップクラスの数字です。
世界でこの飢餓を救うためには、日本の
食品ロスを少しでも改善することが重要
です。日本で出来ることは食べ残しをし
ないということです。すべて自分ごとと
して捉えて、日々生活をすることが重要
だと思います。
★幹事報告：松田幹事
1.本日例会終了後、伴井ガバナー補佐をお
迎えし、クラブ協議会を開催させていた
だきます。各委員長の方はご出席下さ
い。ご都合の悪い場合は代理のご出席を
よろしくお願いいたします。また、特に
入会３年未満の方も是非ご出席下さい。

９月１５日（木）

★委員会報告
◇友好委員会：中川博之委員長
９月２７日開催させていただきます友好
ゴルフコンペの最終のご案内をさせてい
ただきます。本日締切となりますので、
よろしくお願い致します。

★ニコニコ箱報告：段会員
林 博之：本日、クラブ協議会よろしくお
願い致します。
松田禎胤：安部さんご体調回復されて安心
しました。改めてクラブ運営に
ご尽力いただき感謝しておりま
す。
伴井敬司：本日のクラブ協議会、よろしく
お願いします。
川口栄計：久しぶりの卓話です。よろしく
お願いします。
森田 納：本日例会欠席お詫び。
三島敏宏：例会欠席申し訳ございません。
中井政嗣：今日も元気だ、働こう。
川井宗次：例会欠席お詫び。夏の家族会、
林会長、松田幹事、中川博之友
好委員長、大変お世話になりま
した。
日髙雅哉：例会欠席お詫び。
事務局安部亜希子：先週は会員の皆様にご
迷惑をおかけし、申し訳ござい
ませんでした。早くから来て準
備してくださった皆様、ありが
とうございました。今日からま
た、宜しくお願いいたします。
★卓話

テーマ 「自己紹介」
卓話者 川口栄計会員
私は1965年（昭和40年）8月18日、奈良県の王寺
町の産院で生まれました。クラブでの同年の会
員の方は、福田会員、川井会員、段会員、藤原
会員だと思います。王寺町の保育所から三郷町
の小学校に進み通学しておりました。子供のこ
ろの楽しみは、年に一度の法隆寺のお会式や龍
田神社の秋祭り、信貴山朝護孫子寺での年越し
で買い食いするのが楽しみでした。ここにおら
れる方は、皆そうだと思いますが、私も母の教
育が良く成績は良くできました。父が6年生の
秋に、現在、会社があります上牧町の町長から
息子が灘中学に入った自慢を散々聞かされて、
「お前も星光中学に行け」と言うので、家庭教

師をつけられて、毎日勉強させられましたが、
冬になって受験対策をしてもどうしようもな
く、苦手な国語で落ちまして、地元の中学に進
学した次第です。
後につながる話ですが、そんな父でも私が4年
生の時に家族を正月ハワイ旅行に連れて行って
くれまして、今、振り返ってみると1ドル360円
の時代ですから相当無理をして連れて行ってく
れたと思います。中高学生になってからは親と
旅行に行かなくなりましたが、ハワイだけは一
緒に中学生高校生の時も付いていきました。今
になって、あの時分のお金はどうしたんやと父
に聞くと「年末に有り金全部持って行って、
帰ったらスッカラカンやった」と言っていまし
た。興味があったので調べてみると海外渡航の
自由化から1週間後の4月8日にJTBが主催した、
ハワイ9日間「第1回ハワイダイヤモンドコース
旅行団」の旅行代金は、当時の国家国務員大卒
初任給（1万9100円）の19倍という36万4000円。
1965年4月10日に出発した「JALパック／ヨー
ロッパ16日間コース」は67万5000円だそうで
す。これらを現在の物価に換算すると、JTBのハ
ワイツアーは400万円、ジャルパックのヨーロッ
パツアーは700万円に相当するそうです。誰もが
行ける価格ではなかったが、それでも1964年の
出国者数は12万7749人になったそうです。私た
ちが当時宿泊したのはおそらく現地アラモアナ
ホテル3泊程度だったと思いますし、1975年です
から若干は安くなっていただろうと推察しても
相当無理したんだなと思います。だから「学校
の友達には言うな」と釘を刺されていました。
そんな時代です。シェラトンホテルの前には中
学のころまで小佐野健司の銅像があり、大学の
ころのアラモアナショッピングセンターはダイ
エーの所有でした。この時代の世界旅行は北橋
元会長がよくご存じですので聞いてください。
中学ではバスケットボール部に1年の秋から入
部しました。夏休み期間にサンフランシスコ郊
外に一人でホームステイに行かされまして入部
が遅れたのです。ホストファミリーはミン
フォードさんと言うご一家で、アイスクリーム
レストランでの私のバースデーパーティーやサ
ンフランシスコジャイアンツの野球観戦、ボー
トでのクルージングやショッピングモールでの
映画鑑賞など車社会のアメリカにこそあれその
時代の日本には無い施設や遊びだらけでとても
興奮したのを覚えています。ミンフォード一家
には1歳上のローラと1歳下のリンダと言う姉妹
がいましてお隣家にも兄と妹のエミーがいまし
たので、そこにはもっと興奮していました。
高校進学時期になり、内申点が高いので奈良
高校を受験しなさいと担任からも校長先生、両
親、当時、教育委員長であった叔父まで出てき
て説得されましたが、私服で大阪の高校に行き

たい私は頑として桃山学院に行きたいと出願し
ました。高校では一応バスケットボール部に入
部しますが、案の定、遊びを覚えまして1年夏休
みを待たず退部しました。パチンコ、ナンパと
楽しい日々でしたが、自己の責任に於いて自由
は成り立つと痛感します。喫煙も高校時に1度は
校内で1度は昭和町のパチンコ店で2度みつか
り、2度停学しております。この頃、学校に呼び
出された母が生まれて初めてタバコを吸いまし
た。今はヘビースモーカーです。1年2年3年と欠
課時数は200を毎年超え、朝は喫茶店で昼から難
波と言う日々が多くなり、3年の春、関西大学社
会学部に合格したにも関わらず、40度の熱があ
りながら、留年を逃れるため学校に母親に車で
送らせたのを思い出します。このあたりのシス
テムは、桃山学院高校の先輩の荒山会員、森田
会員にお尋ねください。大学入学前の春休みで
すが、高校時代サーフィンやディスコ遊びを教
えてくれた関西学院大学の先輩が、「ヒデカ
ズ。お前暇そうやからパンフレットまき手伝
え」と帝塚山大学に連れて行かれまして、「え
えか女子だけに配れや」と言われて手伝いまし
た。これが学生ツアーとの出会いです。学生ツ
アーにはスキーで中学高校と行ってましたので
抵抗なくバケーションシステムと言う学生ツ
アーに入ってしまいました。
入学後は、夏は沖縄、小豆島、冬は栂池で過ご
し、現地に駐在したり添乗したりスキーのイン
ストラクターをしたり、秋冬にはパーティーと
大忙しの日々でした。この時代、学生ツアーは
全盛期で沖縄与論のエアーとシップで私たちの
グループだけで3万人以上集客していました。こ
の辺りの話は学生ツアー出身の福田会長エレク
ト、宮本会員、荒山会員、赤坂会員、藤原会員
にお尋ねください。
学生ツアーも2年の夏にやめ、冬に例の関学の
「先輩が栂池でディスコするから手伝ってく
れ」と言われ、2月から試験期間だけ帰ると言う
条件で手伝っておりましたが、春休みも後半か
らハワイに行こうと誘われ、1年時にはバリ島で
サーフィンをしていましたが、今回はロスとサ
ンフランシスコ回ってハワイに計60日いるから
と僅かなキャッシュを持って出かけました。毎
度のことですが母には「タバコ買ってくる」と
言ってそのまま2か月帰ってきませんでした。
ハワイでも最初のうちは、毎日波情報を聞い
て、カイザースが肩やマカプーが膝とか車でポ
イントを追いかけてましたが、そのうちクラブ
でナンパしだして女の子をお持ち帰りするよう
になりお酒と女の子と過ごす日が多くなりビー
チにすら行かなくなりました。
旅先でしかも南国ではなぜか非常に女性が開放
的なることをこの時に自分は覚えたと思いま
す。どうぞ会員の皆様もお気を付けください。

９月 入会記念日 おめでとうございます
9月 2日 川口栄計会員
9月 3日 川井宗次会員
9月 5日 米澤 勉会員
9月16日 林 博之会員

平成22年
令和 2年
平成25年
平成22年

9月 3日 清水一人会員 平成27年
9月 5日 網干康史会員 平成25年
9月12日 松田禎胤会員 平成25年

クラブ協議会議事録
伴井ガバナー補佐をお迎えして開催されました。
各委員長からの活動計画の報告があり、ガバナー補佐から講評をいただきました。
大変有意義なクラブ協議会となりました。

大阪難波ＲＡＣ9月度第2例会
【日時】2022年9月22日(木)19:30～21:00
【場所】河原センタービル3F
大阪市中央区難波千日前5-19
【内容】テーマ「メンズ美容・健康例
会」担当 加藤大樹
【ロータリアン登録料】3,000円
※ご出席頂ける方は、大阪難波RC事務
局までご連絡をお願い致します。
TEL06-6632-3956
大阪難波ＲＣ（毎週木曜日）
ZOOMミーティング

https://zoom.us/join
ミーティングID：878 7835 6889
パスコード：godo8960

これからの予定
9月23日（金）～25日（日）秋のRYLAセミナー
9月27日（火）友好ゴルフコンペ
9月29日（木）例会
10月 6日（木）例会・定例理事会
10月 8日（土）公共イメージ向上セミナー
10月13日（木）例会（ガバナー公式訪問）10月20日（木）例会
10月21日（金）IM第4組金輪会
10月27日（木）例会
10月27日（木）大阪中之島ＲＣ３０周年祝賀会

