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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

３月９日（木） 

テーマ 

  「自己紹介パート２」 

卓話者   

         段 正峰 会員 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

３月１６日（木） 

テーマ  「自己紹介」 

卓話者  河内 理会員 

          川浦文彦会員 

 
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：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 

（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） 」 

（第2660地区ガバナー 宮里唯子 ） 

  ２０２３．３．９  №２１７５ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計     ￥１５３，０００ 

本日までの累計  ￥３，０３５，０００(101％達成) 

 3月末の予算額  ￥２，９９０，０００ 

出 席 報 告 

前回 ３月２日 ３週前 ２月２日 

会 員 総 数 ６ ５ 名 
出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 7 3 . 3 3％ 

出 席 会 員 数 ４ ４ 名 

出 席 率 ７ ５ ％ 

第３１回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１７５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    木下裕子 

・会長報告     林 博之会長 

・幹事報告     松田禎胤幹事 

・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） 

これからの予定 
3月 6日（月）～19日（日）献血     3月16日（木）例会 
3月21日（火・祝）ボーリング大会    3月23日（木）例会    
3月30日（木）例会       4月 5日（水）2023学年度米山奨学生オリエンテーション 
4月 6日（木）例会・定例理事会 4月 8日（土）2023-24年度のための地区研修・協議会 

 ♪ 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． 
臨時総会議事録 

1.2022～2023年度上半期会計報告が承認される。 

３月度定例理事会議事録 

1.三姉妹親善訪問について、26名参加予定であり、また現地での当クラブの催し物として韓

国と台湾の歌を披露することが報告された。 

2.友好行事について、3月21日ボーリング大会、5月16日友好ゴルフコンペ、5月頃新入会員

歓迎会、6月10日～11日打ち上げ家族旅行(神戸方面)を予定していることが報告された。 

3.和太鼓購入の為に会員の皆さんへ寄付のお願いをポスティングし、寄付を募ることが承認

された。 

4.長田博文会員の退会が承認された。 

5.林会員、松田会員ご推薦の上江ひとみ氏、林会員、千田会員ご推薦の河井美由紀氏、福田

会員、川口会員ご推薦の前田文恵氏が会員候補者として承認された。 

３月 会員夫人誕生日 おめでとうございます 
   

  3月15日 原田直己会員夫人 育子様     3月19日 本間一成会員夫人 眞理子様 

  3月29日 山川正時会員夫人 裕果様                                                                                                                  

(北川 博崇氏) 
私は川西ロータリークラブに所属しております。 
地区の方ではライラの委員長と、来年は米山奨学
会の副委員長をさせて頂く事になっております。
ロータリー、最初は寂しがり屋の集まりの会だと
思っていたのですが、最近はそれよりも奥が深い
なと14年経ち、分かってきました。 
その14年の間に実は私、２回会社を売却しており
ます。14年前の40歳の時に会社を卒業して調剤薬
局を自分で起業しました。6年程で30店舗ほど増
やしたのですが、全く会社の経営の事が分かって
おらず、増やせばなんとかなるだろう、早くお金
を返せばいいだろうとなんの計算もなくやってし
まった結果、黒字倒産みたいな状況になり一度会
社を売却しました。またその後、調剤薬局をこつ
こつ始めました。調剤薬局の今後の存在を考えた
ときに、果たして20年後30年後に自分の子供達に
残す会社なのかと考えました。結果、日髙さんと
知り合い、今回2回目の売却をしました。ところ
が、同じ売却をした時に私の中ではこれでフリー
ターのようなものになるのかなと思っていたので
すが、私の友人が引退するからと、1店舗私に
譲ってくださり、仕事も忙しくなりました。 
M&Aがどういう印象なのかと言いますと、乗っ取
りみたいなイメージがあります。しかし、売却し

た人間からすると助けて頂いたという思いもあ
り、私が売却した事によって会社の社員が1人も
辞めずに済みました。私自身もちょっと楽にな
り、家族もほっとしました。M&Aは、単純に売却
や買収ではなく、会社を助けると
いうよりも、私自身や、家族、会
社に勤める人やその家族、みんな
が幸せになる1つの方法だと感じま
した。 
 
 
 
    

今月お誕生日を迎え

られる会員各位 

トルコ大地震 義捐金  

 
2023年2月6日にトルコ南部で発生しました 

大地震に対する義捐金への 

ご協力ありがとうございました。 

１１３，０００円をガバナー事務所へ 

送金いたしました。 



★来客紹介：山川友好委員 
 
   ゲストスピーカー  
    北川 博崇様  
 
 
★会長報告：林会長 
2023年2月25日（土）当クラブがホストクラブとなり
「IM第4組ロータリーデー」を開催し、12クラブから
231名の皆様にご参加頂きました。宮里ガバナーが
開会点鐘し、岡本会員にソングリーダーを担当して
頂き、網干SAAから出席報告を発表して頂きまし
た。次に、宮里ガバナーによる主催者挨拶、林ホス
トクラブ会長挨拶、川口ロータリーデー実行委員長
挨拶を行いました。 
大会テーマSDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよ
う」についてゲストスピーカーとして谷口真由美氏
に講師をお願い致しました。その後、パネリスト5
名にも参加して頂いたパネルディスカッションを実
施し、様々な観点から谷口氏に質問させて頂くな
ど、時代の変化、多様性について理解を深める事が
出来ました。閉会式では、謝辞として伴井IM第4組
ガバナー補佐にご挨拶を頂戴し、次年度ホストクラ
ブの東大阪ロータリークラブの村岡会長のご挨拶、
最後は福田ロータリーデー副実行委員長に、閉会挨
拶をして頂きました。 
また同日の18時からは、伴井ガバナー補佐主催によ
る「フレッシュロータリアン研修交流会」が開催さ
れました。福田フレッシュロータリアン実行委員長
による、ロータリークイズ30問、かなり難易度が高
く楽しくロータリーを知る事が出来ましたし、山本
博史パストガバナーに「ロータリーライフの楽しみ
方」というテーマでご講演を頂き、私自身はとても
共感が出来る内容でした。 
ロータリーデー、フレッシュロータリアン共に川口
実行委員長、中川博之運営プログラム委員長、伴井
ガバナー補佐、福田実行委員長をはじめ、実行委員
の方々には大変お世話になりました。 
宮里ガバナーをはじめご参加頂いた方々には、大変
高評価を頂戴したところです。どこのクラブにも負
けていないロータリーデーだったと自信を持ってい
ます。皆様ありがとうございました。 
 
★幹事報告：松田幹事 
1.本日例会終了後、臨時総会を開催させていただき
ますので、少しお残りください。又その後、定例
理事会を開催させていただきますので、理事役員
の方はご出席下さい。 

2.ロータリーレート変更のお知らせです。３月の
ロータリーレートは、１ドル＝１３６円です。 

3.ガバナー月信３月号を受付に置いておりますの
で、ご覧ください。 

 
★委員会報告 
◇社会奉仕委員会：伊藤委員長 
3月6日（月)～19日(日)まで献血を行います。ご協力
よろしくお願いします。 
 
◇国際奉仕委員会：三島委員長 
1.再度、トルコ・シリア大地震に伴う義援金につい
てお願いです。現在、大地震で確認された死者の数
は、隣国シリアとあわせて5万人を超えました。被災
地のなかには被害を受けた建物の取り壊しや撤去が
進まずそのままになっており、多くの方々が住む場
所を失っておられます。子どもや親御さんなどを瓦
礫の中から探されている姿は、本当に辛く感じま
す。とにかく、支援が必要な状態です。そこで、再
度例会にて義援金の募集をさせて頂きましたとこ
ろ、今回51,000円もの義援金を預かりました。 
前回の例会での義援金62,000円と合わせまして
113,000円を大阪難波ロータリークラブの義援金とし
て、地区とRIを通じて送付させて頂きます。 
皆様の尊いお志に心より感謝申し上げます。 
 
◇国際交流三姉妹委員会：松浦委員長 
パスポートご提出のお願い。 
 
◇ロータリーデー実行委員会：川口委員長 
2月25日(土)スイスホテル南海大阪に於いてＩＭ第４
組ロータリーデーを大阪難波RCホストにて開催いた
しましたところ、12クラブから231名のご来場を賜り
ました。他地区のロータリーデーと比較しても最高
の出来であったと思います。私の挨拶を除いて(笑)
実行委員会の皆様お疲れ様でした。 
 
◇和太鼓部：徐部長 
太鼓購入について、皆様にご協力いただきたく、こ
の後理事会で林会長がお話ししますので、どうぞよ
ろしくお願い致します。 
 
★ニコニコ箱報告：長崎会員 
林 博之：ＩＭ第４組ロータリーデー、フレッシュ

ロータリアン研修交流会お疲れ様でし
た。本当に素晴らしい会でした。ありが
とうございました。 

松田禎胤：2月25日ＩＭ第４組ロータリーデー及びフ
レッシュロータリアン研修交流会、川口
ロータリーデー実行委員会をはじめ、実行
委員会の皆様素晴らしいロータリーデーを
開催して頂き心より感謝申し上げます。 

北橋茂登志：ロータリーデー大成功、お疲れ様でし
た。関係各位に感謝。 

山田誠一：誕生日、自祝！ 
北田好文：ＩＭ第４組ロータリーデー、川口委員

  前回の記録  第３０回 ３月２日（木） 

長、林会長、福田副委員長、伴井ガバ
ナー補佐、大阪難波RCを立派に印象付け
てくださいました。ご苦労様でした。 

白野陽一：ロータリーデーでは、林会長、川口実行
委員長、伴井ガバナー補佐、福田副委員
長４名の素晴らしい挨拶で無事終われて
良かったですね。 

伴井敬司：ロータリーデー、フレッシュロータリア
ン研修交流会、無事終了しました。皆様
の御協力に感謝します。ありがとうござ
いました。 

西原芳博：ＩＭ第４組ロータリーデー、林会長、川
口委員長、福田副委員長、中川博之委員
長、実行委員会の皆様お世話になりまし
た。 

久保幸一：ロータリーデー、ご苦労様です。素晴ら
しかったです。 

川口栄計：先日はロータリーデー実行委員会の皆
様、大変お疲れ様でした。私の挨拶以外
は最高のロータリーデーができました。 

川口栄計：家内の誕生日に美しいお花をありがとう
ございます。 

松浦孝尚：ロータリーデー、川口実行委員長をはじ
め実行委員の皆様、お疲れ様でございま
した。 

中川静夫：ロータリーデーでは、川口実行委員長は
じめ携わった方々、本当にお疲れ様でし
た。 

立花英司：ロータリーデーでは、川口実行委員長は
じめ携わった皆様、お疲れ様でした。 

網干康史：先日のロータリーデー、皆様お疲れ様で
した。また、無理を言って早くから設営
に参加してもらった三島さん、立花さ
ん、松浦さん、久保さん、森さん、重ね
て感謝申し上げます。 

福田 忠：ロータリーデー・フレッシュロータリア
ン研修交流会、皆様お疲れ様でした。川
口実行委員長、中川運営プログラム委員
長はじめ、ご協力いただきました会員の
方々、誠にありがとうございました。 

森 圭司：ロータリーデー、林会長、川口実行委員
長、福田副委員長、実行委員会の皆様お
世話になりました。誕生日、自祝。 

清水一人：ＩＭ第４組ロータリーデー、お疲れ様で
した。 

鉃﨑 薫：誕生日のお花ありがとうございました。 
三島敏宏：ロータリーデー、フレッシュロータリア

ン研修交流会と素晴らしい企画をありが
とうございました。トルコ・シリア大地
震義捐金のご協力に感謝いたします。 

早栗義文：心嬉しい事！！ロータリーデー、仕事で
すみませんでした。 

本間一成：例会欠席お詫び。 
中川博之：先週の土曜日はロータリーデーとフレッ

シュロータリアン研修交流会お疲れ様で
した。早くからお集まり頂き運営をサ
ポートして下さった実行委員会の皆様、
ご協力をありがとうございました。 

荒山義雄：ロータリーデー、お疲れ様でした。 

宮本倫明：ロータリーデー、実行委員会の皆様、お
疲れ様でした。フレッシュロータリアン
研修交流会も大変有意義な催しでした。 

川井宗次：ロータリーデー実行委員長川口さん、副
委員長福田さん、又、実行委員のメン
バーの皆様、お疲れ様でした。 

日髙雅哉：本日の卓話、よろしくお願いします。北
川さんにご登壇いただく事に感謝して。 

長田博文：ロータリーデー欠席お詫び。 
藤原秀之：ＩＭ第４組ロータリーデー、お疲れ様で

した。誕生日のお祝花ありがとうござい
ました。 

 
★大阪難波ＲＡＣへのニコニコ箱報告 
谷口 勉：今年度あと4ヶ月、奉仕活動に協力して

ください。 
北田好文：福永会長、加藤君、若い気持ちいっぱい

ありがとう。 
累計￥３１９，０００ 

 
★卓話  
   テーマ「中小企業における事業承継の意義」 
   卓話者   北川 博崇氏 
         日髙 雅哉会員 
（日髙 雅哉会員） 
2011年に近畿大学経営学部会計学科を卒業後、みず
ほ証券株式会社に入社しました。四国の高松支店に
リテール営業を経験後、東京本社にてM&A案件を中
心に、特に上場企業の提携案件に数多く携わりまし
た。2019年に起業し、会社勤めの時には携わること
のできなかった案件にも着手し、現在に至ります。 
ご存じの通り、日本の人口は減り続けています。人
口減少国であるにもかかわらず、老舗企業が世界一
という逆説的な状況です。子が親の跡を継ぎ、家業
を続けることが困難な状況になってきています。 
当社が今、どんなご相談を頂いているかと言います
と、兵庫県の建設会社や、京都の老舗飲食店や北海
道のトーナメント開催コースを含むゴルフ場の案件
など、多種多様な業種の企業経営者からご相談頂い
ておりますが、今回は参考として調剤薬局業界の具
体例を挙げさせて頂きます。M&Aの多い業界の一つ
です。新規で薬局を作るのが難しため、この業界の
事業継承が多いです。また、人口が減っているにも
かかわらず、高齢化が進んでいるため、医療費は年
間2兆円ずつ増えています。 
進行する後継者不在問題という社会的課題に対し
て、日本経済の発展と維持をさせていく為には官民
一体となった取り組みの重要性が高
まってきました。 
M&Aまとめ 
・資格や免許がない仕事 
 －補助金や助成金の活用 
・誰に相談するのか 
 －1番信頼できる方に（秘密情報を多く含む為） 
・事業継承の進め方 
 －事前に買収監査の手続きに向けた対策 
 －自社を譲受してくださる候補の確認 
 －概要書の作成 

３月は「水と衛生月間」です 


