
 

 

 

 

 

 

 

第 2006 回例会 

平成 31 年 8 月 19 日(月) 
海南商工会議所 4F 12:30～ 

新会員卓話 溝端 文蔵 君、田中 淳 君 
 

１．開会点鐘 

２．ロータリーソング       「我等の生業」 

３．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 24 名 

出席率  58.54 ％ 前回修正出席率 70.73 ％ 

 

４．会長スピ-チ        会長 寺下 卓 君 

みなさん、こんにちは。先週は、

お盆と最後に台風が来ましたが、

被害はなかったでしょうか？ 

本日は、新会員卓話で溝端文蔵

さん、田中淳さんのお話を聞かせ

ていただきます。お二人のお人柄

は 7 月からの例会出席でお会い

し、既に知っていただいていると

思いますが、それぞれの生い立ちやご職業、趣味な

ど、内容は何でも結構ですので、スピーチをお願い

します。 

さて、先週の 13 日お盆の「ふるさと海南まつり」

では、暑い中、また、お忙しい中、お手伝いいただ

いた皆様、本当にお疲れ様でした。お陰さまで、大

盛況、大繁盛で終えることができました。これもひ

とえに皆さんのご協力の賜物と深く感謝申し上げ

ます。振り返れば、理事会での試飲をはじめ、企画

段階から沢山のご意見や提案をいただきました。特

に販売メニューなどは、見事に的中！完売御礼です。

皆さんの意見や提案が、いかに重要かを痛感しまし

た。みんなで知恵やアイディアを出し合い、助け合

い、一緒に汗をかくことで、多くの成果が得られた

と思います。また、直接、関わった人だけではなく、

多くのメンバーの方の間接的な協力や応援、激励が

あってこその成功だと改めて厚く御礼申し上げま

す。さらに、ご家族、従業員様、ご友人の皆さんの

来店も多数ありました。ありがとうございました。 

売上金は、合計で 157,200 円となりました。タピオ

カドリンクは完売。概算で約 350 杯。その他のドリ

ンクで 210 杯の販売ができました。収益金は 50,264

円となり、ポリオ撲滅の資金とします。詳細は回覧

いたします。 

感じたことは、皆さん、業種は違えでも、さすが

ベテランの職業人であり、接客や販売活動では素晴

らしいものがありました。バックヤードで裏方を担

当していただいた方との連携など、最高のチームだ

ったと思います。なにせ初めてのことで、私自身、

多少の反省点もありますが、沢山、勉強させていた

だきました。そして、結果、多くの方にロータリー

をアピールし、知ってもらうことができたと思いま

す。本当に有難うございました。 

次に、8 月 9 日（金）に開催した理事会の主な報

告をいたします。まず、9月の例会プログラムでは、

16 日（月・祝）・23 日（月・祝）が休会となるため、

30 日（月）は５週目にあたりますが、定款第 8条 第

1節（c）で、3回を超えて続けて例会を開かないよ

うなことがあってはならない。とありますので、臨

時変更で通常例会を開催いたします。 

次に 9 月は、ＩＤＭを開催します。テーマ 「新

春例会（創立 45 周年記念式典）の企画及び家族例

会の行き先等」で、9 月 17 日～27 日に６組編成で

開催していただきます。 

最後に次回例会は、既にご案内のとおり、臨時変

更して、8月 24 日(土)に藤白神社で、鈴木屋敷見学

＆バーベキュー例会を開催します。現在の参加申込

みは、会員 24 名、ご家族等 25 名の合計 48 名とな

っています。本日も再受付しますので、事務局に申

し出てください。役員、親睦活動委員会の皆さんに

は、ご苦労をお掛けしますが、引き続き、宜しくお

願いします。ただ、週間天気予報では、今週が雨模

様となっています。金曜日の予報を確認して、最終

判断させていただきます。宜しくお願いします。 

 

５．幹事報告                幹事 前田 克仁 君 

特にありません。 

 

６．委員会報告 

○親睦活動委員会     委員長 宇恵 久視 君 

 8 月 24 日(土) 鈴木屋敷見学＆バーベキュー例会

について、例会終了後、理事・役員、親睦活動委員

の方はお残りください。 
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○研修・情報規定委員会 委員長 上野山 雅也 君 

 9 月に IDM を開催します。新春例会（創立 45 周年

式典）のイベント、家族例会の行き先等のアイディ

アを話し合っていただきます。詳細は追ってご案内

しますので、宜しくお願いします。 

 

７．新会員卓話 
○溝端 文蔵 君 

私、溝端文蔵と申します。年は

60 歳です。海南市下津町で居を構

えております。昭和 34 年 1959 年

7 月 22 日に生まれ、下津の小学、

中学を卒業し、県立和歌山商業高

校へ（父親が県和商は女の子が多

いし、雨の日は傘がいらん＝女の

子がさしに来てくれるのと話をま

ともに受けて「よ～もてるぞ」とダマされて）入学

しました。笑い話ですが、一度下校時、大雨に打た

れ、ズブ濡れで帰ったことがありました。だ～れも

傘さしに来てくれまへん。 

高校卒業後は和歌山中央卸売市場に就職し、5 年

ほど勤務の後、実家である八百屋大月青果を継ぎま

した。しかし、商売に対する方向性の違いから父親

とは幾度となく衝突するようになりました。 

31 歳になる 4ヶ月前、新聞の折り込み広告に佐川

急便セールスドライバー募集月給 40 万円以上の字

が飛び込んできました。でも「体壊すし、しんどい

やろな」との思いから、その折込をポケットに１週

間も入れたまま過ごしたのですが、「とにかく当た

って砕けろや」で面接に行き、採用され働きだした

わけですが、睡眠時間が 2～3 時間しか取れないと

いうのが続きました。しかし半年後くらいには、そ

の過酷な労働環境にも慣れ、給料も 90 万ほどもら

える様になりました。 

約 4年半ほど勤務し、お金も 2,000 万円ほど貯ま

り、いよいよ何かしたとの思いが強くなってきまし

た。でも技術的なものは何も持ち合わせていない。

そこで選んだのが FCビジネスでした。ラーメン屋、

ピザ屋、カレー屋等、片っ端から資料を取り寄せま

した。やったのは、ビデオ販売の FC でした。1995

年 7 月、あの阪神淡路大震災の年に開業しました。

友人、知人、家族から「1 本 300 円で借りられるビ

デオ、誰が 3000 円も出して買うんや」と心配や反

対の声での船出でした。でも、これが結構当り、は

っきり言って笑いが止まらない位儲かりました。3

年後の 1998 年打田町にも 2 店舗目を出店する事が

出来ました。2000 年頃より PC が普及しだした。こ

れからは街の小売業は PC の通販にとって変わられ

る様になるだろう。ならば、店の雰囲気や活気感

熱々のおいしい料理の提供ならば、PC の通販でも販

売できないだろうとの考えから「そや、飲食店をや

ろう」と思いたったのですが、やはり飲食のノウハ

ウや技術的な事は全く分からなかったので、ここで

もまた FC を活用し資料等と取り寄せ、始めたのが

「やきとりの扇屋」でした。2003 年の 8月のことで

す。私の同級生を 1人社員として雇い、店のアルバ

イトやその社員に「1 年後に岩出にも出店するぞ」

との大見栄を切り、とにかく働きまくりました。お

かげで 1 年後の 2004 年 8 月岩出にも店を出すこと

が出来、さらにその 1 年後の 2005 年 8 月西庄に、

その 1 年後の 2006 年 8 月にはしゃぶしゃぶ温野菜

を岩出に出すことが出来ました。 

この頃は何をしても当り、俺って天才？なんて勘

違いを起こし、天狗になっておりました。 

好事魔多しの言葉のごとく、結局、人の教育が行き

届かない、人が育っていない状況で、店ありきでど

んどん店を出していくから人が追い付かないです

ね。おまけにあの頃の私はかなり厳しくて「なんで

こんなこと位、ようせんのや」「どけ。俺がする」「や

めてまえ」等など、平気で人を罵倒していました。

典型的なワンマンだったと思います。社員などの離

職率も高かったと思います。また、そのやきとり屋

もこんなん自分らで出来るん違うかとも思う様に

なり、これもバカの勘違いで F C を脱退し、自社業

態で居酒屋を立ち上げました。 

この西庄の自社ブランドの事業がまた大失敗で

売上が伴わないから、みるみる赤字をタレ流すよう

になり、同じ場所であれやこれやと違う店を作って

はつぶすといった具合になりました。追い打ちをか

ける様に飲酒運転が厳しく取り締まられる様にな

ったのもので、やきとり屋の客足は遠のいていき、

会社の業績も下がっていきました。 

結局、西庄の方の店は累積で 1億近くの借金を抱

えていたと思います。とにかくその西庄の赤字をタ

レ流す店を閉め、1 度リセットして会社を立て直す

ことに専念しました。人の教育もそうですが、まず

（自分と同じことが誰でも出来るやろと思ってい

た）自分が変わらねばと思う様になりました。それ

と、人の性格を見て丁寧にわかるように教える事に

努めました。（質問して答え（仕事）を、なんでこ

うなるんやろ、なんでせなあかんのやろと考えさせ

るような教え方） 

他の店はそれなりに儲けが出ていたいので、特に

2007年7月に岩出のやきとり屋を飲酒運転が厳しく

なった時にラーメン屋に変えていたのが結構売上

をたたいていましたので、ヨタヨタながらも何とか

凌いでいました。ラーメン屋は 2008 年 5月に新堀、

2009 年 12 月に四ケ郷、2011 年 11 月に紀三井寺店

をオープンし、現在 4店舗です。 

これまで、あの時にあ～しとけばよかった。こ～

しとけばよかった、との失敗が多かったですけど、

それも今の自分の糧となっている気がします。また

悩みは事業継続です。なにか良い考えをお教えいた

だければ幸いです。 

ちなみに趣味は最近ゴルフを始めました。前から

友人に勧められていたのですが、ある飲み会で酔っ

払った勢いで「そんなもんやったるわい。半年でお

前に勝ったるわい」と啖呵を切ったのですが、未だ

に 100 も切れなくて、もちろん友人にも勝っていま

せん。よろしくご指導のほどよろしくお願いします。 



○田中  淳 君 

みなさんこんにちは。7 月か

ら海南東ロータリーの会員にな

らせて頂きました、今日は新入

会員の卓話の時間を頂きました

ので私の今までの生い立ちと現

在の仕事の内容を紹介させて頂

きます。 

私は昭和 36年に和歌浦で生まれ、和歌浦幼稚園、

和歌浦小学校、明和中学校を卒業しました。小学生

から中学生の間はカブスカウトやボーイスカウト

に入り休日はよく集会やイベント、ボランティア活

動、キャンプ等に参加していました。人見知りの性

格だったので親が心配して集団生活をさせようと

して入れたのだと思います。今では中学時代までの

記憶はほとんどありません、高校は和工の建築科に

進みましたが、単車を乗り回して遊びに明け暮れて

ほとんど勉強せずに過ごしました。その結果、入学

時には 10 番以内の成績が卒業時にはケツから 3 番

に落ちて入れて頂ける大学は無く、また遊ぶお金と

車が欲しかったので就職しました。就職先は堀止に

あった工務店で現場監督をしていました、若いうち

は現場監督といっても下請け業者の使いぱしりの

ようなものでした。5 年目くらいから単独で現場を

まかされて忙しい日々をすごしていました。ちょう

どそのころに結婚をしました。23 歳の時でした。翌

年長男が生まれて仕事も頑張っていましたが不景

気で会社の累積赤字がつのり経営状態が悪く先の

見通しが立たないことから、会社の借金を資産売却

し精算をして自主解散することになりました。 

ちょうどそのころにある人の紹介で海南ロータ

リーの岡本慶一さんのところにいくことになりま

した。岡本さんも高専を卒業して大手コンサルに勤

め、退社して事務機販売会社で測量システムの営業

をし、夜に元勤めていた会社の下請け仕事をしてい

たのですが、事務機会社を退職して下請けの仕事を

本業とするタイミングでした。私が 25 歳の時でし

た。最初は岡本さんと二人で仕事をしていました。

その頃に、岡本さんのお父さんの海南市会議員の選

挙の手伝いで前会長の山畑弥生さんと知り合いま

した。その後会社もだんだんと人が増え私も管理職

になり年齢は忘れましただ三十代半ばで取締役に

就任しました。今から約 10 年位前に子会社で休眠

状態であった会社に私が移りその3年後くらいに社

長に就任し、現在に至っております。2 年ほど前に

美登里で忘年会をして、その後二次会に社員を連れ

て久しぶりにクロス（山畑さんの店）に行き、山畑

さんと再会しました。その頃に山畑さんが海南東ロ

ータリークラブの会長に就任するころで、私も入会

するよう誘って頂いたのですが恐れ多くて断って

いました。その後クロスの常連客の方たちと交流を

させて頂くことになりました。その中には海南東ロ

ータリーの会員の方がたくさんおられその方たち

と親しくして頂くうちにまた皆さんからロータリ

ーへ誘って頂きこのたび入会させて頂くことにな

りました。 

これからは、仕事の内容をご説明致します。業種

は建設コンサルタントとなります、土木関係の測量、

調査、設計の３項目に分かれます、測量はみなさん

ご存じだと思いますが地形を計って図面にする仕

事です。調査としては土質調査（ボーリング）、砂

防基礎調査（危険な崖の下に民家があるところの調

査や土石流が発生して民家に押し寄せる所の調査）、

点検（トンネル、橋梁、標識等）などがあります。

設計の内容は、道路、河川、橋梁等の設計を主にや

っています。直接の顧客は官公庁となりますが、そ

の先の顧客としては設計して出来た物を利用する

一般市民の方々となります。 

わが国は、戦後、高度成長期時代に数多くのイン

フラ整備が行われ現在に至っていますが、財政難の

影響で現在では新しいインフラの整備はわずかで、

整備されたインフラをメンテナンスして長持ちさ

せることが主流となっております。そのきっかけは

2012 年に起きた笹子トンネルの天井板落下事故で

あります、その後、主要な構造物（トンネル、橋梁

等）を5年間隔で点検することが法律化されました。

点検結果で損傷の著しい構造物は補修や補強の必

要があると判定されます。すると、補修の設計が発

注され、我々コンサルが条件付き一般競争入札の電

子入札により受注し補修設計を行い、その後、補修

工事が発注、施工されて安全を確保しております。 

今後も、皆様が快適で安全で経済的な土木構造物

の計画や設計をおこなっていきたいと考えており

ます。ありがとうございました。 

 

８．閉会点鐘 

 

次回例会 

8 月 24 日（土）第 2007 回 例会 

16:30～ 藤白神社 

鈴木屋敷見学＆バーベキュー例会 
 
 

 
 

田岡 郁敏 君  旅行で、まつりに行けず、すみ

ませんでした。 
魚谷 幸司 君  帰省し、宇治川の鵜飼いに行っ

て来ました。 
寺下  卓 君  13 日の ふるさと海南まつり、

ありがとうございました。本日、

新会員卓話、溝端さん、田中さ

んよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 



ふるさと海南まつり 
8月 13 日（火） 

海南駅前特設会場 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海南東ロータリークラブのお店 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

会員増強・新クラブ結成推進月間特集 
8 月は、「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。

クラブでの達成を祝い、会員基盤の強化をはかるさ

まざまな方法について検討するのに絶好の月です。

以下にそのいくつかのアイディアをご紹介します。 
フェイスブックのプロフィール写真に、「Proud 

Member」のフレームを利用する。 
次の例会または地区会合で、ロータリーの成長と会

員増強について語るマーク・マローニーRI 会長によ

るビデオを見る。 
クラブの新会員にロータリーの基本知識の受講を

勧める。このオンラインコースは、インタラクティ

ブなマルチメディア形式で、ロータリーの基本を学

ぶことができるコースです。新会員を対象としたコ

ースですが、ロータリーに関する知識を試したいと

考えるベテラン会員にも適しています。  
法人会員の種類を設け、地元企業、非営利団体、地

方自治体などから会員を募る。詳しくは、法人会員

導入ガイドをご覧ください。 
 衛星クラブを立ち上げる。衛星クラブは、最低 8

名の会員がいれば設立することができます。衛生ク

ラブの概要、地域社会へのメリット、設立方法を説

明した衛星クラブのガイドをご覧ください。  
パスポートクラブを立ち上げる。パスポートクラブ

は、ほかのクラブへの訪問と活動への参加を奨励す

るクラブです。詳しくは、パスポートクラブのガイ

ドをご覧ください。  
新しくなったクラブの柔軟性のページを見る。現会

員や今後の会員にとって重要な存在であり続けるた

めのアイディアやヒントを紹介しています。 
 

ロータリー会員の現状を把握する   
会員のニーズ、関心、入会候補者、現会員、元会

員からの参加状況などを把握するため、ロータリー

では毎年、会員の経験に関するアンケート調査を実

施しています。前回の会員増強詳細報告では、入会

候補者からのアンケート調査結果を紹介しました。 
今回は、現会員からのフィードバックに焦点をあて

ます。「ロータリークラブの会員として留まり続ける

理由は何ですか」という質問に対し、以下のような

回答がありました。 
 

・地元での奉仕プロジェクトに参加するため 
・友情と親睦のため 
・職場や友人関係の輪を超えた人達と繋がるため 
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