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前期預かり分
全期預かり分
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第 1153 回

今年度累計
今年度累計
￥3,￥194,000
063,000

2015 年 7 月 30 日（木）
於：橿原ロイヤルホテル

ソング
「涙そうそう」
ソングリーダー

岩井

撮影地：三重県赤目四十八滝 担荷滝

撮影者：井上重行

会長挨拶

2015 年 8 月 6 日（木）

1 開会点鐘
2 ソング「君が代」
「奉仕の理想」
3 お客様紹介
4 会食
5 会長報告
6 幹事報告
7 出席報告
8 ニコニコ報告
9 委員会報告
10 本日の卓話
「新入会員自己紹介」 堤 誠治会員
「フォーラム」 会員増強委員会
杉本憲秀委員長
11 閉会点鐘

1152 回報告

暑中 冷流

常二会員

○本日は新入会員である吉野会員・熊本会員の自己
紹介です。楽しい話を期待しています。
○先日、人間ドックに行って来ました。肺・肝臓・
すい臓・食道・胃、すべて良好でした。また驚く
ことに、γ-GTP がなんと 66 でした!。Ⓗ（基準値
より高い値）もひとつもありませんでした。この
一年間、健康で頑張りたいと思います。

幹事報告
○8 月特別月間名称変更について
「会員増強・拡大月間」→「会員増強・新クラブ結
成推進月間」
○事務局夏季休局について 8 月 8 日(土)～16 日(日)
※緊急連絡は事務局あてに FAX をおねがいします。
○前期会費納入について
○ホームページリニューアルについて

委員会報告
○青少年委員会
チーム ASUKA の予定案内
○麻雀同好会

出席報告

井村正道委員長
吉田勝亮会員

次回の例会
全会員

免除者
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回
ニコニコ報告

森下 秀城君 56 歳になりました。鼻毛切り愛用
させてもらってます。運転免許証
更新に行って来ました。7 年ぶり
にゴールド復活です(^^)/
吉田 勝亮君 暑中お見舞い申し上げます。夏バ
テに負けずに頑張りましょう！
大塚
昇君 誕生日の花束ありがとうございま
した。また一つ年を取りました。
4 つのテスト 1.真実かどうか
●例会日
毎週木曜日 12：30～

「古代の道と都造り道への思いは今も続く」
橿原文化協会 会長 戸田

守亮氏

「新入会員自己紹介」
吉野修一郎会員

皆さん、こんにちは。6 月入会の吉野でございま
す。本日は自己紹介をさせていただきます。

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

●例会場
橿原ロイヤルホテル

●事務局 〒634-0063
橿原市久米町 652 番地の 2

●0744-28-1698
●FAX 0744-28-2885

●URL: http://asuka-rc.jp/
●e-mail: info@asuka-rc.jp

私は 1974 年 8 月 3 日に吉野郡大淀町にて当時よ
り橿原で開業しておりました吉野歯科医院の長男と
して生まれました。小学校は地元の桜ヶ丘小学校を
経て、森下幹事の後輩になりますが、五條の智辯学
園中等部に進学いたしました。始めは大淀から五條
まで吉野口を経由して電車で通学していましたが、
中学 3 年の時に橿原市白橿町に家族と共に引っ越し
橿原から通学するようになりました、当時環境の変
化と反抗期が重なり喧嘩に明け暮れながら学校の授
業にもついていけなくなり一時は不登校も経験し、
学校をやめようかと思い悩んだ日もありました。今
から思えば当時両親には仕事で忙しい中、精神的に
かなり迷惑をかけていたと思います。そんな両親、
当時の担任の先生、クラスメイトの励ましの中、何
とか学校を卒業、そして岐阜県にある朝日大学歯学
部に浪人することなく合格できました。今思えば当
時の励ましがなければ今の仕事にはつけていなかっ
たと思いますし、両親と智辯学園には本当に感謝し
ています。大学では一人暮らしも経験し、そこで改
めて親のありがたみや思いもわかりました。岐阜の
知らない土地で必死の勉学、遊びは麻雀やパチンコ
といった 6 年間の学生生活をおくりましたが、関西
出身者が多く同じ境遇の友人に多数出会い、日々楽
しい学生生活を送ることができ、いまだにその友人
たちとは家族ぐるみで仲良くさせてもらっています。
そして大阪歯科大学附属病院での 1 年間の研修、
そして 6 年間で 2 件の大阪の歯科医院での就職を経
て、2006 年の結婚を機に地元の橿原に戻り、父親と
共に歯科医院を営むこととなりました。当時は父親
がまだ橿原ロータリーに在籍しており、金曜日の昼
は忙しい間をぬって例会に参加して、ロータリアン
であることを誇りに思い生活していた父を憧れとし
て、いつかは父のようになりたいと思っていました。
中学から私立に行っており、橿原にあまり知り合
いがいない中、とある先輩から青年会議所に勧誘し
ていただいて 9 年間活動させていただきました。入
会当時は例会や委員会も行くのが嫌でほぼスリープ
に近い状態でした。そんな中で 3 年が過ぎた時、あ
る尊敬する先輩から委員長の打診をいただきました。
当時より尊敬していた先輩だったので即答で OK し、
広報渉外委員会の委員長になりました。今から思え
ば、あの時理事になっていなければ未だに理事経験
もなく途中で退会していたかもしれなかったです。
それからの青年会議所活動は一変し、よもや JC の
無い日はほとんどないぐらい没頭することになりま
した。色々思い出はありますが、初委員長になって、
理事会で答弁台に立った時の緊張感はいまだに忘れ
ることができない思い出です。青年会議所には奉仕、
修練、友情の三信条がありますが、JC 活動がなけれ
ば出会っていなかった友の存在は大きく、時には怒
られ、時には励まされ仕事だけでは作れない人間関
係をつくれました。そして単年度制の組織でしか味

わえないいろいろな役職での経験や気付き、地域の
ことをまじめに考え理解するための取組みなど本当
に勉強になりました。そして 40 歳となり卒業を迎え
て、ある意味時間に余裕ができ今後の方向性を模索
している中、当時杉本会長からあすかロータリーに
お声掛けいただき入会を決意いたしました。私の持
論として、お声がけいただいたことには「はい、喜
んで！」の精神を持っており、今後ともその精神は
曲げずにやっていきたいと思います。趣味は釣りと
麻雀、そしてお酒です。あすかロータリークラブに
は同好会もあるとお聞きしていますので、今後は積
極的に参加させていただきたいと思います。まだま
だロータリアンとしては右も左もわからない若輩者
ですが、一生懸命頑張りますので今後ともご指導よ
ろしくお願いします。ありがとうございました

熊本 昌樹会員

私は奈良県磯城郡田原本町西八尾で生まれ、田原
本幼稚園、田原本小学校、田原本北中学校、西大和
学園と、進みました。田原本町は緑豊かなところで、
小さいころは、バッタ取り、魚とりなどアウトドア
で遊んでおりました。田原本町には鏡作神社や、唐
古・鍵遺跡など有名な場所もあります。
大学は大阪大学基礎工学部化学工学科で、大学院
は大阪大学大学院基礎工学部化学工学科です。基本
的に論理的に考えるのが好きで、好きな科目は化学、
物理、数学でした。大学卒業後は化学系の会社で働
いたり、塾講師をやっていたりしていました。
現在の職業は不動産投資、不動産管理、債券投資、
太陽光発電など、資産を活用した取引をメインに行
っています。基本的に大きくは「売買」で差益を得
ているので、物を安く買って高く売るのが重要です。
物が安いか高いかを見極めることこそが、私の仕事
のメインです。牛肉やサーモンなどを買うときは、
相場というものがわかるので高いか安いか多くの人
にわかります。しかし、債券（不良債権含む）、株式、
不動産、為替などは相場がわからないので、自分で
相場を探さなければなりません。そのためには、さ
まざまな経済データを収集し、分析し、解釈するこ
とが必要です。その過程が大変面白く、相場がわか
り、相場より大きく低い値段で購入したものが思い
通りに値上がりしたときやりがいを感じます。
趣味は古銭収集をやっております。小判や明治銀
貨、外国銀貨などを収集しております。古銭の集め
方は希少品を収集したり、きれいなものを集めたり、
いろいろな集め方があります。興味のある人は聞い
てください。

