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会長インフォメーション
PRESIDENT INFORMATION

会長：津野 友邦

事務所：〒540-0001　大阪市中央区城見2丁目2番22号
　　　　ホテルモントレ　ラ・スール大阪
電話：06-6937-8171 ファックス：06-6937-8011
例会日：毎週火曜日　12時30分／例会場：ホテルモントレ ラ・スール大阪
会長：津野友邦／幹事：稲垣良二／SAA：須田幸史朗
電子メール：rcosatrm@cf.mbn.or.jp
ホームページ：https://rc-osaka-tsurumi.jp/

大阪鶴見ロータリークラブテーマ 「 クラブ存続のための会員増強～次の10年に向けて～」

経済と地域社会の発展月間/米山月間

皆様こんにちは。10月2日日曜日の鶴見区民祭り、
お疲れさまでした。吉羽委員長、3年ぶりの区民祭り
で段取りなど大変だったかと思いますが、何から何
までありがとうございました、お疲れさまでした。
本日の例会欠席大変申し訳ございません。
私が運営している監査法人に、日本公認会計士協
会による監査事務所の運営や監査業務が適切に実
施されているかを検証する目的の「品質管理レ
ビュー」という制度がございまして、10月3日月曜日か
ら7日金曜までの5日間、3名のレビューアーが張り付
きで東京から来ることなりました。
その中で代表者インタビューや重要なポイントで
出席する必要があり、本日がメインで出席を要請さ
れましたので、やむを得ず欠席することにしました。
上場会社の監査を受嘱している監査法人は確実に

このレビュー制度の対象になります。
私の監査法人は上場会社の監査の受嘱はしな
いのですが、特定の大規模会社の法定監査を受嘱
している場合にも今回の検査対象となることがあ
り、今回その対象になってしまいました。変な噂が
立っているとか内部通報があったとか、何か問題
が発生しているわけではありませんのでご安心く
ださい。
山本副会長、代読ありがとうございました。残り
9か月の中で、ひょっとしたら、まだあるかもしれま
せんのでその際は宜しくお願いいたします。
それでは皆様、楽しい例会をお過ごしください。

それでこそロータリー 少年時代

〈第1766回〉 2022年10月18日（火） 本年度第11回

担当：清水会員

米山奨学金について 未定
担当：源会員

10月25日（火）

イマジンロータリー



新入会させていただきました、小栗でございます。
この度は、卓話の機会を頂戴し、ありがとうございま
す。名鉄観光に努め40年となり人生の大半が会社
での生活となってしまいました。自己紹介も旅行会
社での話が多くなりますが、少しの時間お付き合い
いただきますようお願い致します。
1960年京都生まれの62才、現在は京都の太秦
で妻と二人で暮らしております。自宅のすぐ近くに次
女家族が住んでおり、長女家族は東京在住となりま
す。私が、小学校1年生の時、父親の商売の都合で
引っ越してまいりました。それから、半世紀以上太秦
で暮らしています。近くには妙心寺、広隆寺、太秦映
画村など観光名所が徒歩圏内に数多くあります。
子供の頃、私にとって妙心寺は美術の授業で写生

10/2の鶴見区民まつり、お手伝い頂いた皆様、大
変お疲れさまでした。私自身初めての参加でしたが、
大阪鶴見RCのパワーと一体感を感じました。この纏
まりと勢い大事にしたいですね。
来週は祝日週の休会で、カイツブリ会を開催しま
す。季節もスポーツの秋、皆さま準備をしっかりして
楽しんで頂ければと思います。
そろそろ次年度の役員をお願いしていく時期とな
ります。源会長エレクトから、お声がけされると思い
ますので、“言い訳なし”でお願いします。

去る2日(日)に鶴見区民まつりが開催され、我がク
ラブもガラガラくじを出店し、盛況のうちに無事終了
しました。当日は晴天にも恵まれ、ブースの人気も高
く、20名ほどの多くの会員に参加して頂けたことが
何より良かったと思います。
売上として 52,800円、寄付は7,539円が集まりま
した。このお金はTSURUMIこどもホスピスに寄付す
ることになっております。
委員長としては初めて鶴見区民まつりを経験し、
私の不手際から当日もバタバタしてしまいましたが、
今回ご参加頂いた皆様は頼りになるな～とロータリ
アンの素晴らしさを実感しました。特に準備段階か
らご協力頂きました源さん、須田さん、大草さんには
スペシャルサンクスを申し上げます。

秀 島 会 員 鶴見区民祭り、おつかれ様でした。
直射日光が強かったですね。

稲 垣 会 員 鶴見区民まつり、吉羽さん始め皆さま
お疲れさまでした。大変楽しかったで
す。

水 間 会 員 区民まつり、大盛況会で良かったで
すね。吉羽委員長、お疲れ様でした。
ところでヤクルトの村上選手首位打
者争いの中日、大島選手の動向を見
て試合に出たり出なかったりのセコ
いことして取った三冠王、ホームラン
記録に何の意味もないわい！

中 村 会 員 区民まつり、吉羽委員長はじめ御参
加の皆様　お疲れ様でした。
作文審査、御協力有難うございまし
た。

山 崎 会 員 鶴見区民まつり、皆様お疲れ様でし
た。あんなに並んでいただいて、吉羽
委員長はじめ皆様の苦労と努力が報
われた気がします！

吉 羽 会 員 先 日曜日に開催された鶴見区民まつ
り　皆さんのご協力で無事やり終え
ましたこと感謝いたします。

大 草 会 員 区民まつり、おつかれさまでした。

田中(信)会員 10/2の鶴見区民まつりに参加の皆さ
ん、お疲れ様でした。
早く完売して良かったですね。

田中(信)会員 会社創立46年になりました。
今後も頑張ります。

￥24,000.-　　累計　￥208,000.-

￥3,000-　　　　累計　￥46000.-

社会奉仕委員会報告 委員長　吉羽　潤司

幹事報告 幹事：稲垣 良二

卓 話

担当：小栗会員

イニシエーションスピーチ
『自己紹介、旅行会社での４０年間』



担当：濃添会員
（4ページへ続く）

に行ったり、学校帰りの遊び場になったりと大変身
近な存在でした。習い事の定番である習字も、妙心
寺内の塔頭に通っておりました。字を書くことは、好
きではありませんでしたが帰りに友達と遊ぶことが
とても楽しくて続けて通っておりました。いつも、遊
んでいると綺麗なお姉さんに声をかけられました
『僕、いいね、こんな所で習字を習って、遊べるなん
て幸せね』と何故、そう言われるのか？理解できませ
んでしたが、とにかくお姉さんに話しかけられる事
がとても嬉しかったことを覚えています。
それから３年後、私にとって大きな出来事があり
ました。それは、1970年に大阪万博が開催されたこ
とです。親戚が、我が家をホテル代わりにして訪ね
てきたので、何度も万博に連れて行ってもらいまし
た。アメリカ館では、アポロ８号が持ち帰ってきた月
の石を見て、三菱未来館では初めて動く歩道に乗
り、多くのパビリオンで世界各国の人々に身近で出
会い大きな刺激を受けたことを思い出します。その
時から、少しずつ外国に対して興味を持つように
なっていきました。中学、高校時代は、家業を継ぐこ
とを当たり前のように思い過ごしておりましたが、漠
然とした海外へのあこがれがあり自然な流れで外
国語大学に進むことになりました。
3年生の頃、時代の流れか家業も少しずつ下り坂

となり、又、海外への興味も持ち続けており就職を
考えるようになりました。就職活動では、色々とあり
ましたが、縁があり名鉄観光に入社いたしました。
配属となった京都支店で『さあ、添乗で海外に行

くぞ』と意気込んでおりましたが、状況は思いとは真
逆でした。支店の主要顧客は老人クラブで、何台も
の観光バスに、お年寄りを何百人と乗せて観光地を
巡り有名温泉で宴会を楽しんでいただく仕事が中
心で、毎日がハプニングの連続で目が回る日々を過
ごすことになりました。
迷子や忘れ物は当たり前で、ケガも多く発生し救急
車にもよく同乗しました。初めての添乗でお寺にお
参りした帰り道、お婆さんが道端に座り込み歩け
なってしまいました。意識がはっきりしており救急車
をよぶほどでもなく、病院まで３０分以上おんぶし
たことがありました。病名は、両足こむらがえりでし
た。麻酔注射ですぐに治り大変良かったのですが、

私の新品のスーツは一日でボロボロになってしま
いました。
そうこうしているうちに、世間がザワザワとにぎや
かになりはじめ、1986年にバルブ景気が巻き起こ
りました。多くの日本企業が海外に目を向け始め、
会社の慰安旅行でもハワイ、オーストラリアへ行く
のが当たり前となり、定年退職旅行もヨーロッパへ
団体で出かけるなど、多くの海外旅行を獲得するこ
とが出来ました。当社の業績も毎年、二桁成長とな
り、私の願ったとおり、年間１５０日を超える海外
添乗をこなす日々が到来しました。
アット言う間に５年が過ぎていき、良いことも上
がれば下るもので、ご存じの通りバブルが崩壊し銀
行や証券会社までも倒産し海外旅行も急ブレーキ
がかかりましたが、バブル期に身に着けた経験と人
脈のお蔭で、新しく大きな仕事を受注することがで
き何とか仕事を維持していくことができました。しか
し、その後サーズ、鳥インフルエンザ、テロ（9.11事
件）など旅行業界にとってマイナスの風が吹き荒
れ、旅行以外にスポーツ大会やイベントなど新しい
仕事に手を伸ばしていくことになっていきました。
４０歳半ばで営業を離れ京都支店、難波支店の
支店長となり、海外にも行かず会社の業績を維持す
ることに奮闘し過ごしました。その頃は、業界・会社
ともに厳しい状況が続いており、カウンター店舗の
廃止、支店の統廃合が行われるなど業界が変化を
求められる時代になっていきましたが、マネージメ
ントの楽しさが分かった時期でもありました。
そうこうしていると、７年前にインバウンドブーム
が到来し、海外経験が多いということか本社名古屋
のインバウンド部という全く畑が違う部署へ移動と
なりました。インバウンド部では、日本人３名と外国
人１０名のスタッフとともに海外から日本への誘客
活動に努めました。送客する立場から、受ける立場
に変わり、外国人スタッフの管理など仕事では大変
苦労しました。
労務管理は大変でしたが、営業面では少人数で
海外へ商談に行くビジネス海外渡航の楽しさを味
わい、台湾や上海に事務所を設立するなど刺激的
な３年を過ごすことが出来ました。



本日のロータリーソング本日のロータリーソング

（3ページより）

それから３年後、インバウンド部から団体旅行の
現場に戻り責任者として北海道へ赴任することにな
りました。北海道には、札幌を筆頭に５支店あり、約
１００名の従業員で営業展開しておりました。着任
して１年間は、仕事、ゴルフ、大自然を満喫しており
ましたが、２年目から恐ろしいコロナウィルスが拡
大し、会社人生最大の危機に直面しました。
このように、北の大地では苦しい時期をすごしま
したが、私生活では、北海道は本当に素晴らしいと
ころでした。空気、水、食べ物が美味しく、観光では
なく、大自然の中に滞在する、住人になる楽しみを
体験することが出来ました。函館から少し北に上
がった大沼公園までが日本の景色となり、そこから
先は、北欧やカナダと同じような景色、気候となりま
す。秋の紅葉は赤色ではなく、黄色で山や町が真黄
色に染まり異次元の美しさとなります。しかし、冬は
地獄で雪と氷の世界に変貌し、本州から来た人間は
冬眠するしかありません。普通に歩くと転んで頭を
打ち病院送りになるので、皆、ペンギンのように歩い
ています。冬は、危険で退屈な季節となります。
春から秋は北海道に住み、冬は関西で暮らすこと
が出来れば最高だと思います。

関西に戻りましたが、未だに大変な状況はかわり
ありません。残りの会社人生を関西営業本部のため
に力を尽くしたいと思っていります。
しかし、私、個人としては、大阪で２回目の万博も
開催されることですので、地元関西で体が動く限り
観光関係の仕事で社会に貢献したいと願っており
ます。
今は、海外旅行にも行けておりませんので、ゴル
フ以外は近所のお寺を散歩することで旅行気分を
味わっております。子供の頃に、出会った綺麗なお
姉さんの気持ちが本当に良くわかるようになりまし
た。
ご清聴ありがとうございました。

10月4日【1765回】

会員数　 　 　 　 2 8 名
（内出席規定免除  11名）

出席会員   16名中  11名

出席免除会員  11名中  4名

休止会員　　　   1名 

出 席 率 19/23  78.26%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 15名

前々回  9/13  Ｍ/Ｕ9名

修正出席率 15/18 1100.00%


