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2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

本日の例会

次回の例会

第1849回例会 令和 4 年 5 月30日
今週の歌 「我等の生業」
卓
話 「私の人生
（今まで歩んできた事を伝えます）
」
石﨑 克弘 パスト会長

前回の記録
会長挨拶

4.みんなのためになるかどうか

杦本会長

第1850回例会 令和 4 年 6 月13日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「同好会報告」
ゴルフ同好会 阿部 吉秀
野球同好会 清水 大吾
「地区出向委員活動報告」
地区国際奉仕委員会 坂本 一成
地区社会奉仕委員会 近藤
亘
ロータリー財団委員会 清水 良寛

会員
会員
委員
委員
委員

た。RCでは、近年、女性会員の増強も目標に掲げて
いますが、私たちも再度、会員増強を考える必要があ
ると感じました。
2 つ目は、私の母は既に他界していますが、熊本県
八代市生まれでした。今回の世話人である橋本徹也団
長の奥様が、偶然同じ同郷だと知りました。
今回の熊本訪問で、私はこんな素晴らしい発見がで
きた訪問でした。

幹事報告

木下幹事

「吹田西RC・熊本中央RC例会及び友好クラブ調印式
報告」
熊本中央RCの27名全員が出席され、当クラブから
は、橋本徹也団長、木下幹事、伊藤会長エレクト、
阿部副会長、坂本理事、紙谷会員、榎原会員、木田会
員、橋本芳信会員、瓜生会員、そして杦本の総勢11名
で友好クラブ調印式を行ってきました。
家村パスト会長は、残念ながら急遽所用で参加でき
ませんでしたが、参加団に大枚 3 枚を寄付して頂き、
現地で大変有効に使わせて頂きましたので改めて御礼
を申し上げます。
友好クラブ調印式の報告は、橋本徹也団長に改めて
報告して頂くことにしまして、今回の調印式後の食事

今週の報告事項は一点のみです。

会にて、私は 2 つの意外な発見が有りましたので、感

1 ．先週開催されました今年度最終になります第15回

想を述べさせていただきます。

（ 5 月度）理事会の審議事項についてご報告申し上

1 つ目は、例会で女性会員が 3 人参加されていまし

げます。

①今年度（2021－22年度）地区補助金最終報告書の

ました。色々とハプニングもありましたが、それも良

件で橋本幸治社会奉仕委員長から提案が有り、承

い思い出となり、無事帰阪致しました。今日を持ちま

認されました。地区へ提出されます。

して、友好クラブ担当委員会、友好クラブ調印式訪問

②青木建雄パスト会長出席免除申請の件で木下幹事
から提案が有り、承認されました。
③瀧川紀征会員の会員身分変更届【特別会員】の件

団を解散いたします。ご協力ありがとうございました。

社会奉仕委員会

橋本（幸）委員長

で木下幹事から提案が有り、承認されました。

江坂企業協議会主催のクリーンデーのご案内です。

④瀧 川健一郎氏入会の件で木下幹事から提案が有

6 月 1 日 7 時30分江坂公園カスケード前にお集まり

り、承認されました。

ください。よろしくお願いします。

次回開催の予定はありません。
 6 月中の緊急動議は緊急理事会（または持ち回り
理事会）を開催致します。

テストの報告書の件は持ち回り理事会で行います。）
今年度の例会も残すところ、今日を入れてあと 5 回
となりました。

上げます。

います。
そして、次週 5 月30日は、例会終了後、第 1 回クラ

様はご出席を願います。
欠席の場合は、必ず代理の方の出席をお願いします。

出席報告
●来

理事役員の皆様及び木下プログラム委員長は出席願

ブ協議会を開催しますので理事役員及び各委員長の皆

落ち度の無いように努めます。よろしくお願い申し

員

橋本（芳）次年度幹事

今日例会終了後、次年度第 3 回理事会です。

（尚、

6 月の大阪府無事故・無違反チャレンジコン

●会

次年度幹事報告

出席委員会

数

42名

出席会員数

客

0名

本日の出席率

本田委員長

35名
89.74％

●※コロナ禍によるメーキャップ規定により 5 月 9 日
の出席率は100％

友好クラブ調印式訪問団 橋本（徹）団長
2022年 5 月20日
（金）杦本会長含む総勢11名で熊本中
央RCを訪問いたしました。熊本駅に立野会長含む 6
名の方が出迎えていただきました。
ホテルチェックイン後、立野会長、三藤会員と共
に、熊本城へ天守閣は立派に修復されていましたが、

ニコニコ箱
●由上パスト会長

瓜生副SAA
杦本会長、先日は御馳走になりま

した。
●橋本（幸）会員

関大ゴルフ部が35年ぶりに全国大会

に出る事が出来ました。
●尾家パスト会長

先週石﨑パスト会長にお世話にな

りました。
●橋本（芳）会員

熊本へ行って来ました。みなさんお

つかれ様でした。
●瓜生会員

熊本では榎原さん、芳信さん、博多では

杦本会長ごちそう様でした。
●橋本（徹）パスト会長

家村パスト会長、訪問団の協

周りの石垣は、まだまだ時間がかかりそうな状況です。

力金ありがとうございました。有意義に使わせてい

その熊本城が見える、花畑御殿 城見櫓にて、熊本

ただきました。残金ニコニコさせていただきます。

中央RCの例会、引き続き友好クラブ調印式、そして
懇親会と懇親を深めてまいりました。翌日早朝 6 時15

本日のニコニコ箱

30,350円

分出発で、あつまるレークカントリークラブで、熊本

累計のニコニコ箱

1,073,350円

中央RC10名、吹田西RC 9 名の参加でゴルフを楽しみ

累計のニコニコB

11,000円

卓

値高収益である企業視察旅行を提案し、両立を果た

話

私の職業

佐々木博史 会員

昨年 5 月10日に入会し 1 年たちますが、半分程度は
リモート例会にて参加のため、あらためて自己紹介か
ら現在の職業に至るまでに略歴をお話したいと思いま
す。
佐々木博史（ササキ ヒロフミ）、今年58歳（1964年
12月生まれ、A型、いて座）、職業は株式会社ジェイ
コムウエスト 北大阪局 局長、すまいは猪名川町（能
勢電鉄日生中央駅）のパークタウン、家内の実家の近
くです。家族は妻53歳、次女22歳、トイプードル12
歳、長女は結婚し 7 歳の孫がいます。趣味は音楽（鑑
賞、演奏、歌、中 1 でフォークソングをはじめ、高
校、大学とバンドでボーカルとギターを担当、今も社
内でバンドを楽しんでいます）、スポーツ（ジム週 2
－ 3 回、マラソン、野球、フットサル、ゴルフ、健康
は最大の自己投資だと考えています）
、残念ながらお
酒は飲めません、 2 回救急車で運ばれています。ふる
さとは和歌山県田辺市、父は郵便局員、母は教師のも
と一人っ子で育ちました。
英語が好きで教師になるべく地元の国立大学を受験
も失敗、憧れのあった京都の私学に教員免許をとろう
と進学、大学 2 回生の時に米国のシアトルに短期留
学、語学や文化を学ぶ以上に、不安なことや知らない

す。当時は流通や外食業界が新しいビジネスチャンス
の発掘や研究に熱心で、経営者の方々と同行し多くの
学びと気づきを頂けた。90年前半になりインターネッ
ト等デジタル通信技術革新によるマルチメディア（文
字、画像、音声、動画等をデジタルデータ化し一元的
かつ双方向に扱う）の視察ニーズが高まり、IT業界
の視察を商品化、ソフトバンク社（当時はまだ、PC
ソフト流通商社）が買収した全米最大のコンピュータ
見本市「COMDEX」への参加と、クリントン政権下
ゴア副大統領がノースキャロナイナ州で産官学と家庭
を光ファイバーでつなぎ双方向の実験をしていた「ス
パーインフォーメイションハイウエイ構想」を視察、
その時に出会ったインターネットが現在の職につなが
る 2 回目の転機となる。
1997～現在

ケーブルテレビ職

主な経歴
池田マルチメディア㈱
東大阪ケーブルテレビ㈱

入社
代表取締役社長

ケーブルウエスト㈱ 大阪セントラル社

社長

M＆Aにより、J：COM㈱へ転籍
J：COM九州㈱

取締役福岡局長

㈱ジェイコムウエスト

現職

ツアーに参加していた松下電器の方から、都市型

ことに一歩踏み出しチャレンジすることの大切さを感

ケーブルテレビ局を第三セクターで設立するとお声が

じ自責思考となったことが、人生一回目の大きな転機

けいただき、松下電器と池田市を中心に設立された第

となり、地元にも支店があった旅行会社へ就職。

三セクターに転職、事業の立ち上げを行う。その後、

1987～1996年

近畿日本ツーリスト㈱

松下電器出資のケーブルテレビ局（吹田、豊中、池

当時は85年のプラダ合意後円高が進み、貿易黒字を

田、高槻、東大阪、北河内の 6 社）の持株会社設立に

解消すべく政府も海外旅行1,000万人を目指してお

伴い東大阪ケーブルテレビ㈱代表取締役、松下興産出

り、冷戦終戦によるベルリンの壁崩壊やブラックマン

資の大阪セントラルケーブテレビを統合しケーブルウ

デーなど世界が大きく動いていた時代。

エスト大阪セントラル社社長を歴任し、上場準備に入

旅行会社勤務

運よく海外旅行支店に配属され、いろいろな国に

るも松下電器の意向が変わり、J：COMによるM＆A

行ってみたいが営業マンゆえに目標達成なしでは添乗

を受け転籍、昨年 4 月より現職のジェイコムウエスト

もままならない、そのジレンマを解消すべく高付加価

北大阪局長（吹田局と豊中池田局を統合し新設）

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

卓話

佐々木博史会員

友好クラブ調印式訪問団【熊本城にて】

熊本中央RC・吹田西RC友好クラブ調印式

熊本中央RC・吹田西RC親睦ゴルフ

クラブ調印式訪問団集合写真

