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本日の例会

前回の例会

2020 年 10 月 30 日(金)第 1895 回
2020 年 11 月 6 日(金)第 1896 回

時間

卓 話 「 財団奨学生イタリア留学紀行 」
卓話者

元ロータリー財団奨学生

卓 話 「 2 代目の悲劇と 5 代目の野望 」
卓話者

畑中 一辰 会員

今週の歌

「 Ｒ－Ｏ－Ｔ－Ａ－Ｒ－Ｙ 」

梅林寺 御住職 木下 大朗 様
紹介者

今週の歌

嶽盛 和三 会員

「紅 葉」
お客様の紹介・出席報告・

「 君が代 」
「 奉仕の理想 」

会長の時間・委員会報告・

「 バースデーソング 」

幹事報告・ＳＡＡ報告
＜10 月 30 日(金)の出席報告＞
会員数
30 名
出席会員
20 名
欠席会員
10 名
ゲスト
0名
ビジター
0名

お客様の紹介・出席報告・
会長の時間・委員会報告・
幹事報告・ＳＡＡ報告
〇会員・奥様誕生祝い（１１月度）

次回の例会

田口 隆会員(12 日) 木畑 明子様(16 日)

2020 年 11 月 13 日(金)第 1897 回

〇結婚記念祝い（１１月度）
宇瀨治夫会員(3 日) 米澤邦明会員(4 日)

卓 話 「 タジン 」

時間

卓話者 2020 年度米山奨学生

中田 学会員(18 日) 塩見 守会員(18 日)

タジン ミイン ミイヤ チョー 様

奥野圭作会員(19 日) 三上尚嘉会員(23 日)

（世話ｸﾗﾌﾞ:松原 RC）
（母国：ミャンマー）

2020-21 年度 国際ロータリーのテーマ

「ロータリーは機会の扉を開く」
国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク（ドイツ・ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンＲＣ）
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悲劇その２
2 年目から会長は人が変わったように執拗に何
でも相談に来いと言うようになった。
私は、1 年目の自信から困った事が有れば相談に
行きますと常に言っていたような気がします。し
かし、実際に困った事は 1 度もなく何も相談に行
かなかった。
それどころか、勝手に第 4 工場を作り、関東支店
を拡充しても大きな利益が出続けた。
この時点でだんだんと会長から見たら私は敵に
なったと思っています。

卓 話
「 2 代目社長の悲劇と５代目社長の野望 」
畑中 一辰 会員
1985 年 昭和 60 年入社 入
社時社員ナンバー14 で14人の
小さな町工場でした。
その時の先代社長はバイタリテ
ィーに溢れていた凄いおっさん
でした。
入社 25 年で社長就任 2010 年
10 月 社員数は 120 人以上になっていた。
1 年目から
代表取締役を取った会長 平取りの取締役会
長 この時、代表権を取った事で会長に多額の退
職慰労金を渡し無事政権交代が出来たと思って
いました。又殆どの従業員が畑中を男にすると意
気込んでくれて、2 代目の経営としては、売り上
げ、利益とも大幅なアップをして順風万般なスタ
ーを切った。
経理を知らない私は、銀行マンや保険屋が来るた
びに全部会い、色々話を聞いた。
メインバンクって何？お金の借り方も知らない。
ボーナスに幾らいる？
何も経理の事は判らないとこからスタート。
就任の年に新規銀行 2 行と取引を開始した。メイ
ンバンクは金利も高く、社長の個人保証も取るが、
新行は個人保証不要、金利も半分くらいで条件が
メインバンクと全く違った。
悲劇の始まりその１
今振り返れば、この順風万般のスタートが、悲
劇の始まりであったと思っています。
会長の心の中で私が憎い(嫉妬)と感じていたの
では？と。
勝手に新しい銀行と取引するし、何も相談に来な
い、好き勝手やっていると思われたかな？
1 年が終わり、会長から（税金を払い過ぎやー）
もっと節税をやれと怒られた。
私の中では税金を払わないと会社にお金が残ら
ないと教えてもらった事があり、会社を強くする
ために、税金を払い、会社にお金を残したいと強
く思っていた。
株の配当も金額を上げ配当もキッチリ行ったつ
もりであった。

社長就任から 3 年
会長の嫉妬と元取締役の嘘の情報操作で解任
となった 2013 年 9 月。
3 年目も順調に売り上げ及び利益を伸ばし続けた。
しかし、役員の 1 名が嘘の情報を会長に流し会長
がそれを信用してしまった。
全く、根も葉もない事を吹聴し会長を信用させ、
臨時役員会で、1 人の製造の役員を除き会長側に
付き、解任される事になった。その吹聴した役員
が次期の社長に就任した。
悲劇その３
会長の奥さん(元専務)が私と会長の確執が原因
だと思うが、長期の病気になり、会長より先に亡
くなった。
会長の奥さんは私を信用してくれていて、事有る
度、私と妻の味方になって応援してくれていた。
奥さんは、私が社長になった時 3 つアドバイスを
くれた。
・社長になったら好きなようにして下さい。(会社
の改善)
・社長になったら事故をしても死なない車に乗っ
て下さい。
・社長の名刺をあちらこちらに配って下さい。
この 3 つが 2 代目の社長になった時の奥さんのア
ドバイスです。
奥さんが亡くなった事からもう今の会社に戻る
ことは無いと思っていた。
悲劇その４
私も独立し5 年が経った頃会長の調子が悪いと
聞いていたがもう顔を見る気もなくほっておい
た。
2019 年 4 月に会長が亡くなった。
相続対策を何もしてない状態で亡くなった事
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で大変な状況が直ぐに襲ってきた。
Ａ新社長が、家に来て株の話をしてくれていれ
ば株を売っていたかもしれないが、Ａ社長は 1 回
もうちに来なかった。それどころか弁護士を立て
て話合いを希望していた。相続税は現金で 1 年以
内に多額を払うことになった。
悲劇その５
妻が相続税を払うために会社に戻ってと言い。
師匠である城岡さんからも絶対戻れとアドバイ
スがあったので戻ることにしたが、
（もしあの時
株を売っていたらお金も入ってきて悠々自適で
暮らせたかも？と今思う。
会社に戻った時、子会社も無くなり、会社の内
部留保も大きく減らし、設備投資も止まったまま
での再スタートとなった、2 月迄は絶好調でした
が、3 月以後コロナで景気ダウン。
正確には、先代、私、先代、Ａ社長、私となり５
代目の社長となります。
5 代目社長の野望
就任 2019 年 10 月 今月で丁度 1 年目終了とな
ります。
6 年前にやりたかった事の半分をこの 1 年でやっ
たので 6 年の半分の 3 年は取り戻したと思ってい
ます。
残りの半分はコロナの影響があり海外に行けな
い事からまだまだ先になりそうです。
残りの半分の野望は、世界制覇（ＵＶ印刷用ロー
ルの世界制覇）と社員が自分の子供達に自慢の出
来る(お父さんはこんな良い会社で働いているん
や！)会社を作って行く事です。

ます。
目に見えない思いを感じ取り、つなぎ合わせてい
く事。想いを込めてつくりつづける人と、その想
いを日々の楽しみや活力に変えていく人。
その間にいる私達だからできる事。
私達、堺北ロータリークラブはこれからもひとつ
ひとつの想いに寄り添い、それぞれをつなぐ架け
橋になって行こうと、思っています。
今日は、少し難しいお話になりましたが、それで
はこれで本日の会長の時間を終らせて頂きます。

ＳＡＡ報告
永富久紀会員 本日の会長の卓話、昔を思い出し
ました。
嶽盛和三会員 来週は私の知り合いの方で、財団
でイタリアに留学されて、ＮＨＫ
のイタリア語講座などされた方
に卓話お願いしております。
たくさんの方の出席をお願いい
たします。
中田 学会員 畑中さん本日の卓話楽しみで
す。
坂田兼則会員 畑中さん、卓話楽しみです。
綿谷伸一会員 畑中会員、卓話楽しみにしていま
す。
中川 澄会員 畑中さん、キナくさい話楽しみに
しています。
合計２５，０００円

委員会報告
創立 40 周年記念誌編集委員会
「創立 40 周年に寄せて」手記のお願い
創立 40 周年記念誌編集委員長 池田 茂雄

最後に
個人的な野望というより夢は、冬季オリンピッ
クのアイススケートリンク内にテクノロールの
ロゴマークを出す事です。そこで美人なスケータ
ーが滑ってくれる事が夢です。

会長の時間
会長 山中 喜八郎
１８日の新聞に「思いをつなぐ」
という記事がありました。
つなぐと言うのは、合わせること。
それは、気持ちや真心と言うと思い
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創立 40 周年記念行事ですが一部
の記念事業を除いて、ささやかなが
らも成功裡に終了する事ができま
した事を、お慶び申しあげます
さて,「創立 40 周年記念誌」発刊の
件ですが、その中の一つに「創立 40 周年に寄せ
て」と題してのページがあり、会員皆さまから想
い想いの手記をお寄せ頂き掲載する事となって
おります。後々まで末長く残る記念誌となります
ので、下記要領によりふるってお寄せいただきま
すよう、宜しくお願い申し上げます。

記
幹事報告
1. テーマ 「創立 40 周年に寄せて」
2. 文字数
400 文字くらいから
（１）配布物
1,000 文字くらい
・週報
3. 提出期限 2020 年 11 月 30 日(月)まで
・
「創立 40 周年に寄せて」手記のお願い
4. その他 出来るだけ「メール」でお願いし
ますが「ペーパー」でもかまいま
（２）他クラブ例会変更・休会のお知らせ
せん。事務局までお寄せください。
・高石ＲＣ 11 月 24 日(火)･･･休会
・堺清陵ＲＣ 11 月 12 日(木)例会場変更
「新会員歓迎会」 於：大金楼
国際奉仕委員会
「ノンケーム RC からの招待状について」
その他
国際奉仕副委員長 綿谷 伸一

ポリオとコロナ根絶を
国際ロータリーの会員らが祈願

友好クラブのＲＩ第 3350 地区 タ
イ国 ノンケームＲＣより下記の通
り招待状をいただきました。
コロナ
の影響でどうなるかわかりません
が、ご報告いたします。

感染症ポリオ（小児まひ）の根絶と新型コ
ロナウイルス感染症の収束を祈願する法会が
24 日、和歌山県高野町の高野山・壇上伽藍
（がらん）金堂で営まれた。県内と大阪府南
部の 67 ロータリークラブが加盟する「国際
ロータリー第 2640 地区」(約 1720 人）の
主催。約 50 人が祈りを捧げた。
ポリオはウイルスが口から入って手足のま
ひなどを引き起こすとされる、世界に広がっ
た感染症。1988 年から世界保健機関
（WHO）や国際ロータリーなどが主導して
根絶を目指してきた。残るのはパキスタンと
アフガニスタンだけになっている。24 日は
ポリオワクチンを開発した博士の誕生日にち
なんで世界ポリオデーとなっていて、同地区
は今年、コロナ禍を受けて二つの感染症の根
絶を願うことにした。
法会では、高野山真言宗蓮花院の東山泰清
（たいせい）・大僧正や高野山ロータリーク
ラブに所属する僧侶らが読経した後、同地区
ガバナー（代表）の藤井秀香（ひでか）さん
が「コロナとポリオをなくし、医療関係者の
安全や健康を守ってほしい」と祈願文を読み
上げた。高野山高校の生徒ら 6 人も金堂前
で、マスクを配りながら募金を呼びかけた。
藤井さんは「ポリオの症例数が世界でなく
なるまでもう少し。コロナが蔓延（まんえ
ん）したが、これまでの歩みを緩めたくな
い」と話した。（朝日新聞デジタルにて）

Dear Mr.Kihachiro Yamanaka
As our long relationship for 6 years and been
doing many International Service Projects
and the Global Grant Projects together in
Thailand by your kind contribution. Due to
this Rotary year 2020-2021, on February 2020
there have been Friendship Club Signing
between 3 clubs together were Nongkhaem RC
D.3350, Sakai North RC D.2640 and Roi-Et RC
D.3340 already.
Therefore, as informed that your official
visiting Thailand will be on February 2021
again, our committees approved to invite
Sakai North RC and Roi-Et RC for signing to
be Friendship Club the next one more year
2021-2022.
As above message, our club would like to
invite you to be the Friendship Club with us
and Roi-Et in the next Rotary year 2021-2022
by providing the Signing Ceremony as your
official visiting on February 2021.
Yours In Rotary,
Mr.Tochikazu Isobe
President Rotary Club of Nongkhaem
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