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第 2023回例会  平成 28年 9月 14日（月曜日）第 10号  

 

本日の例会 ９月１４日（水） 第３例会 

◎東輪会合同  シェラトン都Ｈ４階「浪速の間」 

11：30 登録受付 

12：00 食事 

13：00 点鐘～14：30 閉会 

◎本日の献立 松花堂弁当 

次回の例会 ９月２６日（月） 第４例会 

東大阪西 RCとの合同例会 

及び 松本進也ガバナー公式訪問 

前回の例会 ９月１２日（月） 第２例会 

  

会長挨拶           小川 高弘会長 

皆さんこんにちは。 

本日の卓話の時間は伊藤会員のイニシャルスピーチで

す。 

私も入会時イニシャルスピーチをする時は非常に緊張

し、自分の伝えたいことが２０パーセント程しか話すこ

とが出来なかったように思います。 

このイニシャルスピーチは正式には「イニシエーション

スピーチ」と言い（ロータリーに入会して自己紹介をす

ること。例えば自分の経歴、職業、趣味、考え方など他

の会員に伝え、理解を深めていくこと。） とあります。 

このイニシエーションスピーチは新会員にとっては自分

の事を他の会員に解って頂く最大の機会だと私は今にな

って思う次第です。 

私自身も前回の卓話で「二度目のイニシャルスピーチ」

という題名で卓話をさせて頂きましたが、きっと会員皆

様には「小川ってこう言う人物だったのか」と改めて思

って頂けたのではないかと思っています。 

普段何気なく皆様と色々な形で親睦をはかってきてい

ますが、案外その人の詳しいことは分からないものです

し、こう言う機会が無いと話さないものです。 

そう言った意味でも、伊藤会員のイニシャルスピーチを

楽しみにしております。 

伊藤会員、ちょっとプレッシャーを掛けてしまい申し訳

御座いません。 

幹 事 報 告           幹事 中村 徹 

1. 本日例会終了後に公徳学園に 10 月 22 日(土)のハロ

ウィンパーティーの打ち合せに、百済ガバナー補佐

エレクト、小川会長、長堀社会奉仕委員長、そして

私が行って参ります。楽しいハロウィンパーティー

になる様に打合せをして参ります。 

本日、このハロウィンパーティーの回覧を回してお

りますので、ご家族様もお誘い頂きまして、多数の

ご出席をお願い致します。 

2. 9 月 14 日（水）シェラトン都ホテル４階・「浪速の

間」にて東輪会合同例会です。11 時 30 分から登録

受付、１２時から食事、13 時に点鐘、例会の開始と

なります。ご参加宜しくお願い致します。 

3. 9 月 17 日（土）は、薬業年金会館 301 号にて、2016-17
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年度 第 1 回クラブ社会奉仕委員長会議が開催され

ます。長堀社会奉仕委員長に参加して頂きます。宜

しくお願い致します。 

4. 9 月 19 日は敬老の日で休会です。ご確認をお願い致

します。 

9 月 26 日（月）は東大阪西ロータリークラブとの合

同例会で、尚且つガバナー公式訪問でございます。

東大阪西ＲＣがホストでございますので、18 時 30

分よりの開催です。お間違えのないようにご確認を

宜しくお願い致します。合同例会開催まえには、会

長・幹事には、松本ガバナーとの懇談会が 17 時よ

り開催されます。宜しくお願い致します。 

5. 26 日の 17 時より、ＩＭＲＤ実行委員会の打ち合わ

せ会議、開催されます。ご担当の委員の皆様には宜

しくお願い致します。 

出 席 報 告             飯田 委員  

本日の会員数 ２４名 

本日の出席者数 ２０名 

本日の出席規定適用免除会員 １０名 

本日の出席率 ９０．９１％ 

８月２２日の修正出席率 ８６．３６％ 

ニコニコ箱報告       岡本慎一 副ＳＡＡ 

中村幹事 先日のクラブ協議会、理事役員会、ＩＭ実行

委員会と長丁場の一日となりました。皆様お

疲れ様でした。 

鈴木会員 朝夕はめっきり涼しくなって参りました。夏

のお疲れの出ませんように。 

辻本恭子 先々週は遅くなり申し訳ありませんでした。 

大崎康枝 「人生を楽しんでる人は歳をとらない」の本

大変興味深く読ませて頂きました！いつも

でも若々しくいたい為努力したいと思いま

す。 

イニシャルスピーチ      伊藤 雄一会員 

  

 皆様、こんにちは、７月４日から、東大阪中央ロータ

リークラブに入会させて頂く事になりました伊藤雄一で

す。入会に際しましては、小川会長様や推薦人でもある

浅野会員様をはじめ、会員の皆様には大変お世話になり、

温かく歓迎して頂いたり、祝福のお言葉やご指導と、い

つも有難うございます。改めてお礼申し上げます。 

 

さて、速いもので入会させて頂いてから、2 か月が経

ち少しはクラブ活動の主旨等が理解できかけているかな

と言うところで、まだまだ戸惑う事がある中で皆様には

ご迷惑をお掛けしているとは思いますが、東大阪中央ロ

ータリークラブの皆様が気さくにお声を掛けて下さった

り、いろいろなお話をして頂いているお陰でいつも楽し

いく例会に出席させて頂いており本当に感謝しています 

まだまだ勉強や経験が必要と自覚しておりますが、この

様な歴史のあるロータリークラブに入会させて頂いた事

が光栄に 思っており、入会させて頂き本当に良かったと

思っております。     

 

今回、イニシャルスピーチとの事で、少しお話させて

頂きますが、皆様の様な人生経験が無く、私の３４年間

の短い人生の生い立ちをお話させて頂こうかなと、思っ

ていますのでよろしくお願いいたします。 

1982 年６月９日生まれ、父（慎治）母（和枝）の長男

とし出生いたしました。２つ下の弟（正義）の４人家族

構成で 生れは東大阪稲田新町で育った町は門真市に

なります。年齢は３４歳、趣味は釣りとゴルフで毎週の

ように楽しんでおります。釣りはルアー釣りを中心に主

に湖で、子供とボートに乗ったりバーベキューをしたり

して遊んでいます。ゴルフの方は、父の影響もあり２１

歳ぐらいからゴルフを始め、２５歳の時に会員権を渡さ

れ、競技なども参加するまでになりましたが、子供が生

まれ中々行ける機会が少なくなりましたが、最近は又、

ゴルフ熱が付きゴルフに夢中になっており、７０台とシ

ングルプレイヤーを目標に、練習したりラウンドを楽し

んでいます。     

 

さて、私の生まれた出来事と言えば、東京赤坂のホテ

ルニュージャパン火災や、上越新幹線開業,日本航空 350

便墜落事故、５００円硬貨の発行、飲料水のペットボト

ルの誕生などやカード式公衆電話、ゴルフでは岡本綾子

がアメリカのＰＧＡツアーで日本人が初優勝、などが有

名です。      

 幼少期時代は、祖父と祖母の６人家族で門真市に住み、

幼稚園や小学校、中学校、高校と全て地元に進学し３４

年間、門真市で過ごしました。門真市ですが、最初に思

い浮かべるのが、門真運転試験場や松下電気器具製作所

（現：パナソニック）の工場などが、有名な町として認

識されていると思います。    

 また、京阪沿線やモノレールなど交通の便にしてもい

い環境な町で住みやすい街で、小学校ぐらいまでは、蓮

畑や田んぼ等がたくさんあり、よくザリガニ釣りや田ん
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ぼウナギなどを取って遊んでいました。蓮畑と言えば門

真レンコンなども有名食材でしたが残念ながら、今では

ほとんど見かける事は無くなりました。 幼少期時代か

ら、身体を動かす事が大好きだった事を母親から聞いて

いますが、スポーツの方では、０歳からスイミングスク

ールに通い、１２歳までスイミングをやっていました。

また小学校から始めたサッカーでは、小学校時代に北河

内代表選手、中学生の時には、関西代表選手、高校生の

時には、ガンバ大阪ユースチームに所属しておりました。  

 

門真市に住んでいて、ガンバ大阪のユースチームに所

属するのは、私が１番初めだったらしく当時は話題にな

ったのを覚えており、メインスポンサーでもあったパナ

ソニックの上層部の方に食事を連れて行ってもらったり

した事はいい思い出です。ガンバ大阪ユースの時は、プ

ロのサッカー選手になる夢の為、毎日が戦いの場で、高

校のサッカーチームとは違い完全実力主義の世界で、プ

ロ同様のサッカーの指導を与えられ、食事制限などプロ

になる為だけの練習が毎日でした。それでも毎日、地元

の高校が終わったら門真市駅からモノレールに乗り、万

博公園まで通いサッカー漬けの毎日だった事は良い思い

出で、高校１年生の時に全国大会があり、１６人しか選

ばれなかった内、最後の１６人目のメンバーに選ばれた

後に、プロが着ている全く同じのユニホームが配られ、

家に帰って直ぐに試着をし記念撮影しました。その時の

全国大会では、優勝する事ができ、本当にプロの道に近

づけたと思った矢先に、靭帯損傷や足首の骨折など様々

な怪我に悩まされ、プロの道を断念せざるしかなかった

のは、今でも悔いが残ります。 

 

サッカー人生を終えてからは、サッカーをする気もな

いのに、サッカー部に入りサッカーをすると言う事で、

大学の進学をしサッカーもせずに、学校が終わってから、

父の会社のアルバイトをほぼ毎日、朝から夜まで大学が

無い日は、毎日の様にアルバイトをしていました。アル

バイトをしていたお陰で、大学卒業後に父の会社へ就職

するに際にはすごく役立ちました。 就職してからは、

父の教えの下、金属加工の事や人の扱い方などを勉強さ

せてもらったり、仕事やプライベート等、様々な事を父

から教えてもらいながら過ごしていき、いつかは父の存

在の様になりたいと思うようになってきました就職し、

３年が経ち、門真市から東大阪に事業の拡大の為に移転

する事になり、稲田新町の方へ移転してきました今から

１０年前 の話です。稲田新町は、母親の育った町でもあ

り私の出生した場所も稲田新町なので何かの縁があるの

だなと思いました。 

  

また、この時期に結婚し２５歳で長男（永治）２８歳

で次男（慶治）２人の子供にも恵まれました。長男、次

男と共に、（治）と言う漢字 が使われていますが、父（慎

治）と義理父（清治）の２人の漢字が同じだった為、２

人の漢字をもらいました。長男が生まれた時は２人とも

初孫だったので、取り合いになる程で大変でした。 

 

 会社は、金属プレス加工会社で主に自動車部品の製作

をしている会社で、金型設計・試作・量産を一貫生産し、

自動車のアクセル ワイヤーケーブル、ブレーキワイヤー

ケーブルの取り付け金具を作っている会社で、車の部品

と言いましても、ほとんどの部品が車のボディーの中に

入っています。最近では、ケーブルの電子化が始まって

いて、シフトの電子化とかが、流行っていますが、電磁

波の影響等などで、パーキングの解除が出来ない等の問

題がある為、却下されケーブルを使用せざる得ない状況

で、新型 のレクサスなどの採用などが決まりましたが、

電磁波の問題等が無くなればケーブル部品は、無くなっ

ていくだろうと考えており、会社としても新しい取り組

みが必要ではないかと考えています。ケーブル部品がメ

インとしてはいますが他に窓の開閉装置や組み付け部品

の半自動機作成、箱かえ装置、油の自動噴射器などの装

置関係の仕事もやっており、これらも全て、社内製作を

しております。会社の最大の強みは、設計から量産まで

を社内で製作し、外注加工を使わない事が最大の強みだ

と考えていて、設計・試作・量産、全てを社内で一貫生

産している会社で、平均年齢が３０歳で、社員数３５名

程の会社ですが、日々努力をしている会社です。 

 

 また、社会貢献の一環といたしまして全国の中学生、

高校生、大学生や企業様などを工場見学をしてもらい、

東大阪のものづくりを若者に伝え、東大阪のファン作り

と共に、地域の活性化と社会の貢献を目指しており、２

年前から受け入れをしましたが、当社に３００名程の工

場見学者が、来場して頂いております。またこの活動を

聞き入れて頂いた東大阪の野田市長様にも当社を訪問し

て頂き、激励のお言葉を頂いたり、東大阪のローカル番

組にも出演させて頂いたりして頂きました。 

 また、工場見学をしてくれた学生様や企業様からのお
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礼状などを頂いたりしておりますが、そのお礼状を社員

に見せると本当に喜んでくれ、受け入れをして良かった

と思います。金属加工業のイメージとしては、４ｋ（危

険）（汚い）（きつい）（給料低い）などのイメージがあり、

若者の雇用面はいつも苦労しておりますが、この様な活

動をしている事で若者の雇用が増えたり、また社員が 

お客様から作業内容を見られる事により、５Ｓや挨拶な

どの社員教育にも繋がっております。 

この活動は、社会貢献と社員教育にも繋がる為、今後も

継続させていき、会社の経営理念に記載をしている（私

達は、お客様と社員を大切にし、金属加工を通じて社会

貢献をする）と言う経営理念の下、今後もこの活動は継

続させて行きたいと考えており、東大阪の発展または、

会社の発展に繋げて行きたいと考えております。 

 

 社歴は祖母の父が、油絵の絵筆の木と刷毛の接合する

アルミ部分のロー付溶接から創業が始まったと聞いてお

り、現在も油絵絵具のパレットや油壷と言い、絵の具を

保管する壺などを少しですが、作成しております。絵筆

のロー付から始まった会社ですが、祖父に代替りし、父

に代替りをした時に、自転車ギアの部品の作成の為、プ

レス機を購入後、金型の設計製作を開始し、自動車の部

品の作成に代わってからもう来年度で５０周年を迎え私

で４代目となる会社ですが、これからも努力し会社の発

展または、継承をしていきたいと考えています。 

私の父ですが、父の経営年数が１番長く３０年間、経

営をしていました。そんな私の父ですが、当時５７歳で

この世を去ることになりました。あまりにも早く、突然

の出来事で、本人が一番悔いが残っていると思います。

本当に元気な父で孫と一緒に遊んだり、母と毎週のよう

にゴルフを楽しんだりしていて、会社の方も私達にほと

んど任せ、半引退生活をし、人生これからと言う所で亡

くなりました。本当に急な出来事だった為、母親の事は

心配になりましたが、私と弟と孫の為、毎日会社の方に

出勤し元気な姿を見せてきれており、毎週ゴルフを楽し

んでくれています。亡くなったのは、心室細動と言う病

気で、心臓が急に震えポンプ機能がない状態になり、呼

吸できなくなる病気で、亡くなるその日も朝から普段と

は変わらない父で、風呂に入り寝る前に歯磨きをしてい

る最中に倒れ亡くなりました。後から分った事ですが、

父は不整脈があり心臓が弱かった事が判明しました。会

社では、健康診断を受けてはいたのですが不整脈が判明

しているにも関わらず病院嫌いだった父は、病院で治療

はしていませんでした。    

 

 当時、私はこれから営業部を作り、営業活動を行う予

定でしたが、父が亡くなると同時に代表になりました。

勿論、経営なんて全くわかりません。父は６０歳になっ

たら引退をし、私が３５歳になるころには代替りをする

とは言っていましたが、あまりにも突然の為、何をして

良いかも解からずで、父が亡くなってからは大変、苦労

しました。 

本当は、３５歳くらいから会社の経営の勉強をし、父

からの引き継ぎが終了後に会社の経営をするのが理想

で、取引先の安心を作ってから、引き継ぐのが普通とは

思いますが、そんな事もせずにいきなりで変わった為に、

父が亡くなってからの会社の信用問題には毎日が不安

で、会社の方向性や従業員の問題、取引先の信用問題、

協力会社からの信用問題等、様々な問題にでくわし、父

がやってきた事の重要性がいかに大切かが、凄くわかり、

父の偉大さがわかりました。   

  それでも毎日の様に、問題や困りごとなどがありまし

たが、父からもらったチャンスだと考え、失敗してもま

だ若いから許してくれる事が、多いだろうと思い、失敗

をたくさん経験しました。そんな、私を熱心に指導して

頂いたりアドバイスをして頂いたのが、小川会長を始め

とする父がお世話になった方々で、本当に親身になって

頂き、経営アドバイス・従業員教育・経験談・経済状況

など色々な相談に乗って頂き、行使共々勉強させて頂い

て本当に感謝しております。有難うございます。本当に

小川会長様には、お世話になりロータリークラブのお誘

いをもらい、正式に入会させて頂き、この様に皆様の前

でイニシャルスピーチをお話出来ているのは、今後の私

自信の人生におきましてもプラスになっております。有

難うございます。本当に父が作ってきた人との繋がりは、

今の僕の宝物でもあり、父を尊敬しております。私には

もう父の存在が無いですが、それを逆手にとり、この若

さでいろいろな経験が出来る事を喜びに変え、私自信の

成長の為、東大阪中央ロータリークラブの会員様に勉強

をさせて頂き、人と人の繋がりを大切にし、若さを武器

に、この東大阪中央ロータリーの発展、継続に貢献させ

て頂ければ幸いです。どうか私にご指導ご鞭撻のほどよ

ろしくお願い致します。 

 今後とも、末永いお付き合いをお願い致しまして私の

イニシャルスピーチを終わらせて頂きます。最後まで、

ご清聴頂きましてありがとうございました。  



5 

 

 


