
 
 
 

 

   

  

  

 

 

 

 
 
 

 
 

第 3101回例会報告書 
2021（令和3）年11月19日 

司会        副SAA・安永吉伸会員 

Ｒ.song        手に手つないで 

ソング･リーダー   中垣内多美会員 

 

 

米山奨学生 グォン・ティータイン・ヒュオンさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎チョットうれしいことがあったので。 

････････････山川 賢会員 

◎誕生日お祝い 

 中野利昭会員（11/8） 松田安啓会員（11/12） 

◎入会お祝い 

林田一真会員（2年） 

 

 

 

○皆様こんにちは。新型コロナウイルスも落ち着いて

きており、県内の感染者数がゼロの日も多いように

感じる。安心・安全を念頭に置きながら賑やかに過

ごせるよう、次々週 12 月 3 日（金）には望年親睦

家族会を開催させて頂く。親睦活動委員会でいろい

ろな企画をして頂いているので、是非多くの皆様に

ご参加頂けるようよろしくお願いしたい。 

  有難いことに前年度から会員数も増え、多くの皆

様に例会にご出席頂き、とても心強く思っている。

皆様が一緒になって、楽しく例会にご出席頂けるよ

う今後も頑張っていくのでよろしくお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△先日ご連絡させて頂いたが、延期となっていた「ガ

バナー公式訪問合同例会」が12月23日（木）に開

催となる。本日、会員皆様に「ガバナー公式訪問合

同例会」のご案内を、そして該当される役員及び地

区出向の皆様には「会長・幹事・役員・地区出向者

懇談会」のご案内も合わせてポスティングしている。 

いずれも、12月6日（月）までに必ず出欠をご返信

頂くようよろしくお願いしたい。 

△米山奨学生グォン・ティータイン・ヒュオンさんへ

奨学金の授与 

 

 

 

担当：会員増強委員会 

 

「新入会員自己紹介」 

 

・松田安啓会員（2021年3月1日入会） 

3月に入会させて頂きました 

松田安啓と申します。この度、 

伝統ある橿原RCに入会させて 

頂き、誠にありがとうございま 

す！ 

父は土木建設業を経営、田原 

本町生まれの両親のもとに生ま 

れ、先日45歳になりました。 

3歳下に弟がいましたが、私が 

19歳の時に交通事故で亡くしました。私が25歳の時、

父も52歳で病気で亡くしました。 

19歳の頃、スノーボードにハマり、上手くなるため

毎週末岐阜まで通う程でした。遂にはプロになりたい

思いからアメリカに留学、朝から晩まで練習の日々を

送り、22歳でめでたく夢だったプロスノーボーダーと

してのキャリアをスタートさせ、2002年ソルトレイク

オリンピックの強化選手に選ばれました。残念ながら

ＫＡＳＨ ＩＨＡＲＡ 
ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＷＥＥＫＬＹ 
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事務局（例会場） 
橿原市久米町 652-2 THE KASHIHARA 4F 

TEL/0744-28-2801（直通） 
FAX/0744-28-2802 
E-mail/krc@jeans.ocn.ne.jp 

TEL/0744-28-6636(ホテル) 

例会日 
金 曜 日 
12 時 30 分～13時 30 分 
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ニ コ ニ コ 箱 

出 席 報 告 

会 長 挨 拶 

会員58名 

(11/19)       出席者43名  出席率79.63％ 

会員57名 

(10/22補正)      〃  47名   〃  88.68％ 

 卓 話 

幹 事 報 告 

１１月は、「ロータリー財団月間」（Ｒｏｔａｒｙ  Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ Ｍｏｎｔｈ）です。 
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控えだったので出場はできませんでしたが、世界中の

アスリートとの交流など素晴らしい体験ができました。

その後、怪我と将来を考え、27歳で引退しました。 

引退後は物を売る力をつけるため、靴下や足袋のメ

ーカー「福助」に就職、営業マンとして2年間勉強さ

せて頂き、退職。2005年に友人と共に大和高田でカー

チェンジ A1 という小さなお店で自動車販売業を開業

し、2 人で一生懸命頑張った甲斐もあって商売も軌道

に乗り、2009年に土橋町の交差点に移転すると同時に

代表取締役に就任。その後自分で新しいことにチャレ

ンジしたいと思い、2013年6月に辞任、同年10月に

現在の株式会社トリオを設立、お陰様で9期目を迎え

ることができました。 

 弊社の事業内容は3つあります。一つ目は自動車販

売業ですが、車両を並べてインターネットや雑誌に掲

載して販売する形とは少し違います。在庫をほとんど

持たず、クライアント様は管理顧客様とお客様のご紹

介のみで、自動車業界での16年のキャリアを生かし、

輸入車、国産車全メーカーとの太いパイプでフェラー

リから軽トラックまであらゆる自動車を取り扱ってい

ます。新車、中古車の中からお客様に合った車を選定、

提案させて頂き、購入して頂くという形です。従来の、

自社在庫から選んで頂くシステムではなく、全自動車

メーカーから選んで頂けるメリットに加え、車検、修

理、保険など車にまつわる全てをカバーしているため、

弊社一社でまとめて頂けることでいろいろな業者に依

頼する煩わしさがないと大変喜んで頂き、お客様や法

人様からのご紹介も増えています。 

二つ目は飲食業で、近鉄百貨店の裏の「トリオダイ

ナー」、大和八木駅南側の肉割烹料理店「肉といえば松

田」、THE KASHIHARA近くの大衆ホルモン店「焼

肉ホルモンまっちゃん」の 3店舗を展開、3店舗共に

地産地消にこだわり、お肉は奈良県産の和牛 大和牛

を、野菜は地元契約農家さんの新鮮な野菜を使用して

います。「肉といえば松田」は、皆様の応援のお陰でめ

でたく来年度のミシュランにて星を獲得、ミシュラン

ガイドに掲載されることになり、スタッフ、家族一同

歓喜しました。 

三つ目は昨今の男性の美容ブームから、大和八木で

男性専門の脱毛サロンとエステを展開しています。 

以上三つの柱で私たちは日々のライフスタイルの

中からあらゆる「楽しさ」を見出だし、それらに形や

色を与えていく企業を目指すとともに、 クライアント

様とその感動を共有したいと考えており、業種の垣根

を飛び越えた存在としてさまざまなご依頼を承ってい

ます。「お客様」と「世界」を繋ぐ「私たち」。そんな

ポジションに入れて頂けたならという想いを胸に、今

日も新しいチャレンジに邁進中でございます。 

 まだまだ若輩者でございますが、諸先輩方の背中を

見て追いかけたいと思います。ご指導、ご鞭撻の程、

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

・辻村敦史会員（2021年10月1日入会） 

この度、入会させて頂きまし 

た辻村敦史です。伝統ある橿原 

RCに入会させて頂き、誠にあ 

りがとうございます。 

これから皆様とご一緒させて 

頂く機会を頂きまして、大変う 

れしく思います。実は、私の亡 

くなった父も現在在籍している 

兄も、橿原RCにご縁を頂く機 

会がありましたので、お付き合い頂いている方々が非

常に多いなと感じています。 

今回、簡単な挨拶ということで会社のご案内をさせ

て頂きます。医療・福祉事業を主な生業として、８社

の会社を営んでいるグループになります。私どもは称

してグランソールグループと名付けています。主な事

業としまして、医療では医療法人と個人クリニックを

運営し、福祉では社会福祉法人と株式会社で介護施設

を運営し、その周辺事業として4社を運営しています。

遠くはベトナムに会社の拠点を設けています。 

グランソールグループとしての目標は、健康な方か

ら終末期までを安心して頂ける環境づくりを目指して

います。その中で、今回グランソール奈良をご案内さ

せて頂きます。グランソール奈良は、予防医療である

人間ドックを中心としたクリニックです。また、長年、

再生医療にも力を入れており、今年から新たにがん治

療の免疫細胞治療に加えて、幹細胞治療をスタートし

ました。簡単に言いますと、自分の体の中の細胞を使

った治療となります。そして、ご自身の細胞で、組織

や臓器を元通りにすることを目指した治療法です。最

近では IPS細胞が注目されていますが、それに類似し

た治療法となります。認知症や脳卒中になられた方に

対して、有効な治療法が確立していない病気に対して

の希望となるよう、今後鋭意努力をしていきたいと思

います。 

また、新型コロナウイルスが蔓延する中、会社自身

も少なからず影響を受けている現状です。多くのご経

験をされている会員の皆様から、１つでも多くの学び

を得たいと思います。長いお付き合いの程、よろしく

お願いします。 

 

 

・西野光泰会員（2021年10月1日入会） 

10月に入会させて頂きました 

西野光泰と申します。昭和49年 

奈良県生まれ、現在47歳です。 

奈良県奈良市六条西に本社を置 

きます株式会社アクティブエナ 

ジーという会社の代表をしてお 

ります。業種といたしまして電 

気・空調工事をはじめ、オール 

電化、家庭用太陽光発電設備、 

産業用太陽光発電設備などの販売施工を行っておりま

す。近年はリフォームショップ、中古住宅専門店の店
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舗運営や、農業法人の運営など不動産事業にも取り組

んでおります。 

この度は、日頃より大変お世話になっております、

森川会長からお声がけ頂き、この歴史と伝統のある橿

原RCにお迎え頂けたことを、大変名誉なことと感謝

しております。さらに奈良県の名立たる皆様のお仲間

にお迎え下さったことを大変ありがたく思っておりま

す。 

私は 16 歳で大阪の電気工事会社に住み込み修行に

行き、そこで出会った親方からの教えをもとに、「信じ

用いられ 信じ頼られる 存在でありたい」という言

葉を胸に抱き、会社の企業理念として、今もずっと大

切にしております。世の中は人で動いている。まず人

に用いられ、それを積み重ねることで、頼られる存在

になり、自分も人に頼れるようになりたい、という想

いを胸に日々生きております。 

御縁を頂いた橿原RCの活動を通じて御縁を広げ、

人間としての幅を広げ成長していく良い機会となって

いけますよう、勉強をさせて頂こうと思っております。 

趣味は、ゴルフに、漫画喫茶、釣りと、さまざまご

ざいます。ゴルフでは、先日さっそく甘橿会ゴルフコ

ンペに参加させて頂き、非常に楽しく、気持ちよくプ

レーさせて頂きました。結果としては、まだまだ皆さ

んには及ばないスコアでしたが、日々練習を重ねて、

いつかはスコアで爪痕を残せるように精進いたす所存

です。最近では小型船舶免許を取得し、操船の練習を

しているところです。 

若輩者で至らぬ点もあるかと思いますが、ご指導ご

鞭撻のほど、よろしくお願い致します。 

 

 

・林田一真会員（2019年8月1日入会） 

改めて自己紹介ということで、 

急遽お話しすることになったの 

でとりとめのない話になるかも 

しれませんがお許し頂ければと 

思います。 

 橿原市役所の前に林田ビルが 

ありますが、もともとそこが私 

が生まれた実家で、父は市内の 

十市町、母は下市町の出身です。 

私が入会したきっかけは、父が橿原RCに在籍してお

り、金曜日になるといそいそと出かけていく姿を見て、

楽しそうなクラブというイメージを持っており、入る

なら橿原RCに入りたいと思っていました。 

 私は株式会社オークホテルと株式会社インフィニテ

ィの2社を経営しています。もともと父が投資が好き

で、不動産投資の流れの中で林田ビルを最初に建てま

した。そして 30 年ほど前にわかくさ国体が開催され

るにあたり、ホテルが不足するということで、投資と

いう形で株式会社オークホテルを作ったのが始まりと

聞いています。 

 中学・高校は智弁学園で、関西大学に進学しました。

勉強にはあまり興味がありませんでしたが、長距離ス

ポーツに興味があり、入学したときにトライアスロン

をしたいと思ったのですが、当時はまだ日本に入って

きて間もない頃でクラブもトレーニング方法も何もな

かったので、私がトライアスロン部を作り、トレーニ

ング方法も試行錯誤しながら一から考えました。趣味

はこのトライアスロンと、遊びで株式投資をちょこち

ょこやっています。 

 そろそろお時間ということで自己紹介を終わらせて

頂きます。今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会ご案内】 
１２月３日（金）≪第１例会≫ 

望年親睦家族会 

（於：JWマリオット・ホテル奈良） 

担当：親睦活動委員会 

 

１２月１０日（金）≪第２例会≫ 

「ロータリーソングはなぜ歌う」 

担当：中野利昭会員 

 

１２月１７日（金） 

休会 

 

１２月２３日（木）≪第３例会≫ 

ガバナー公式訪問合同例会 

（あすかRC・やまとまほろばRCと合同） 

ホスト：やまとまほろばRC 
 

※12月24日（金）は、例会はございません。 

 

１２月３１日（金） 

休会 

 

１月７日（金）≪第１例会≫ 

新年夜間例会 

担当：SAA 

 

【同好会】 
書道同好会 

１２月１０日（金）・ 

１月２１日（金）・１月２８日（金） 

午後２時～ 於：４階 楓の間 

 

【RAC例会】 
〔橿原オークホテルにて、午後7時30分～9時〕 

１２月３日（金）≪第１例会≫ 

橿原RC望年親睦家族会 

 

１２月２２日（水）≪第２例会≫ 

OB会との合同クリスマス例会 
 

 
※卓話資料はデータでの提出をお願い致します。 
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