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八尾ロータリークラブ　テーマ

会長　山本　昌市

奉仕への情熱と創意を
積み重ね、品格を高めよう

国際ロータリー　テーマ

国際ロータリー 会長　ジョン・ジャーム

人類に奉仕する
ロータリー

国際ロータリー 第2660地区　テーマ

国際ロータリー  第2660地区  ガバナー　松本  進也

The Ideal of Service
ロータリーの根幹精神

言行はこれに照らしてから

１．　真実か　どうか

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

四つのテスト

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」
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▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング「四つのテスト」

▼ゲストの紹介

東大阪ローターアクトクラブ

　　会長　石橋　杏奈　様

　　直前会長　桒田 知明　様

　　幹事　松本　梨沙　様

熊谷　康正　様

▼出席報告

▼その他の報告

▼会務報告

　「会長の時間」「幹事の時間」

▼ＳＡＡ報告　ニコニコ箱

▼卓 話　 「国際ロータリー第2660

地区 ローターアクトのご紹介」

　東大阪ローターアクトクラブ

　　　会長　石橋　杏奈　様

　　　直前会長　桒田 知明　様

　　　幹事　松本　梨沙　様

▼閉　会　「点　鐘」

　

▼卓話予告

8/31　「会長経験者の卓話」

　　　　　　中川　將　元会長

9/7　「ロータリーの友月間に因

んで」クラブ広報委員会・小谷

逸朗委員長、吉本憲司委員

9/14　大阪柏原ロータリークラブ

　先週8月6日は広島に、そして9日は長崎

に原爆が投下された日です。今日は原爆

慰霊碑の話をしたいと思っておりますので、

原爆による犠牲者の方々と、先の大戦で亡

くなられました方々の御霊のご冥福を、お

祈り致したいと思います。次週は例会がお

休みになりますので本日、皆様と共に黙とう

を捧げたいと思いますので、ご協力をお願

い申し上げます。

　（黙祷）有難うございました。

　さて今年5月27日、米国のオバマ大統領

が広島を訪問しました。その時の演説は、

「核なき世界」の実現に向け「1945年8月6

日の朝の記憶を薄れさせてはなりません」

そして最後に「広島と長崎が「核戦争の夜

明け」ではなく、私たちが道徳的に目覚める

ことのはじまりとして、知られるような未来な

のです。と…核保有国の多くの指導者たち

が隠し続ける中で、彼は一人それを伝えに

きたのであります。

　今年で、広島は原爆投下から71年目の夏

を迎えました。皆さん、広島の平和記念公

園のはずれに立つ、不思議な慰霊碑をご

存知でしょうか。花崗岩に３人のモンペ姿の

女生徒の姿が彫られ、中央の少女が抱える

会 長 の 時 間



手箱には「E=MC2」と刻まれている。アイン

シュタイン博士が導いた相対性理論からと

られた原子力エネルギーの名高い等式で

あります。

　Eすなわちエネルギーは、質量（M）＊光

速（C）の２乗に等しい。簡潔にして美しいそ

の式は一方で核爆弾、「とても小さな質量が、

とても大きな量のエネルギーに変換される

かもしれないことを示しています」とは博士

の言葉です。天才の理論は米国によって実

践されその結果、広島と長崎は壊滅します。

　その惨事から３年後に作られた、旧制広

島市立高女の慰霊碑であります。なぜ慰霊

碑にこの等式なのか。

　占領軍の統制を受けて〈原爆〉の２文字が

禁句視された、惨状は伏せられ、直接的な

表現は許されない時代でした。彫刻家（河

内山賢祐）は京都に湯川秀樹博士を訪ね

て原子力について教えを乞い、この式で原

爆を象徴したと伝えられる。レリーフに込め

られたのは悲痛な祈りと慰め、そしてぎりぎ

りに抑えた怒りであったと思います。

　清らかに昇華された碑と裏腹に、女生徒

らの最期は無残をきわめたことでしょう。あ

の朝１，２年生約540人は建物疎開（延焼を

くい止める為建物を壊す作業）の動員でこ

の付近にいました。誰一人助かることはなく

「あたかも煮干魚（イリコ）を乾かしたように、

誰とも分からない無数の死体が散乱してい

た」との目撃談があります。

　そこは今、平和記念公園になり、原爆資

料館が立っています。原爆死没者慰霊碑

の「安らかに眠って下さい　過ちは繰返しま

せぬから」この碑文の主語は誰なのかをめ

ぐって、かつて論争がありました。物議をへ

て今は「人類」と言うことで多くに受け入れら

れています。「人類」という主語には説得力

があります。しかし「みんなの責任」は往々

にして、誰の責任でもなくなりがちです。

　アインシュタインは後に、原爆製造を当時

のルーズベルト米大統領に促す手紙に署

名したことを「人生で大きな間違いを犯し

た」と悔やみました。

　フランスの文化人類学者の言葉に「世界

は人間なしに始まったし、人間なしに終わる

だろう」という有名な一節があります。人間

はある意味で、自らの手で世界を終わらせ

る力を手にしてしまった様に思います。

　混乱と紛争に覆われる時代の気配が漂う

いま、世界の終わりに対する想像力と危機

感を取り戻さなければならないと思います。

　この夏休み、オリンピックに高校野球と話

題の多い8月ですが、今日、71年前の広島

の街を包んだ炎を思い、平和日本を今一

度真剣に考えていただき混乱と紛争に覆わ

れる時代の気配が漂ういま、人間があけて

しまった箱は、人間が封じるしか方法はな

いのではないでしょうか。

▼本日お配りしておりますお菓子は、

小山会員からお中元でいただきまし

た。

▼５日まで地区インターアクトの海外

研修が実施されました。参加した皆様、

お疲れさまでした。

▼16日に「リーダー研」、17～19日に

「自然の中で」が開催されます。

▼次週の例会は休会です。お間違い

なきようお願いいたします。

▼事務局は11～17日、お盆でお休み

させていただきます。緊急連絡は幹事

までお願いします。

▼広報委員会・奥谷英一副委員長

　今月は会員増強月間にちなんだ記事が掲載

されています。また、世界の会員状況が紹介さ

れています。これを見ると、日本の国力を象徴し

ているようで、頑張らないといけないと感じます。

　また大阪御堂筋本町ＲＣの公開シンポジウム

「東日本大震災から学ぶもの」が掲載されてい

ます。「いざとなったら、まず自分が生きることが

一番大事」などの提言が書かれています。

　「例会出席は義務か、楽しみか」という記事も

ございます。特に新入会員に関しては、ただ義

務だからではなく、楽しみがあるから出席してほ

しいものです。そのためには、先輩会員から積

極的に話しかけることも大切ではないでしょうか。

▼出席委員会・野村俊隆委員長

　本日、皆様に各会員の出席実績の一覧表を

お配りしております。今後も月１回、ご報告いた

します。欠席が続いている方などが一目でわか

ると思います。たとえば親しい方から声をかける

などしていただくと、ありがたいです。

　またインターネットでメークアップができるクラ

ブを３つ、紹介しております。だいたいの流れを

書いていますので、こちらもぜひご活用ください。

▼ゴルフ部・小谷　逸朗　会員

　四輪会が10月27日に開催されます。

▼地区インターアクト委員会・

田中　康正　委員

　３～５日に海外研修でフィリピンのセブ島を訪

問してまいりました。インターアクター48名を含

む総勢92名で、国際交流を図ってまいりました。

　現地ではあたたかい歓迎を受け、文房具や歯

ブラシ、折り紙などを持参して交流しました。子

どもたちの素晴らしい笑顔を見ることでき、先方

から感謝状もいただきました。

　また出発式では会長と小谷広報委員長にもご

出席いただき、多額の餞別をいただきました。

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告 

ロ ー タ リ ー の 友 紹 介



余りはニコニコへ入れさせていただきます。

▼親睦活動委員会・飯田寛光副委員長

　本日より秋の親睦会の登録を受け付けます。

越中八尾を訪問し、おわら風の盆を見学します。

また天童よしみさんの公演チラシをお配りして

います。かつてお父様が当クラブに在籍してお

られました。ご希望の方は、お申し込みください。

▼青少年奉仕委員会・吉田法功委員長

　17日から「自然の中で」が曽爾高原で開催さ

れます。当クラブでは夕方に現地集合、夕食後

にナイトウォークに参加し、その後解散予定で

す。ぜひご参加ください。

▼中川　將　会員

　アイリスオーヤマの大山健太郎さんの「私の履

歴書」を冊子にまとめました。興味ある方はお持

ち帰りください。皆様の経営の参考になれば、と

思います。ご一読ください。

「思い出の人探し～依頼人の

想いから見えてきたこと」

▼（株）初恋の人探します社・

　代表取締役　佐藤あつ子様

　現在、関西大学ロースクールで勉強中で

す。大阪なにわRCに所属しております。現

在の仕事を始めて、今年で28年目になりま

す。以前は信用調査の会社に勤めていまし

た。そこで取材に行きますと、興信所はどう

してもマイナスのイメージあります。

　「調べられる側も喜んでもらえるような調査

はないか」と考え、今の仕事を始めました。

ずっとこの業界のマイナスイメージを払拭し

たいと思っていました。適齢期になると「結

婚しなさい」といろいろまわりから言われまし

た。「結婚するなら」と思い出した先輩がおり

「こういう人がよかったのか」と自分でも思い

知りました。

　皆様もそのような気になる方が１人か２人、

おられるのではないでしょうか。そしてそうい

う方を探したくて、困っている方もおられる

のでは、と考えました。これなら探される方も

喜ばれるのではないか、とＯＬを辞めてこの

仕事を始めたのです。

　調査では浮気や家出など、いろんなニー

ズ出てきます。それに伴い、仕事の幅を広

げてきました。

　思い出の人探しをしていますと、それぞれ

の人生が見えてきます。はじめは高齢者が

多いと思ったのですが、いろんな年齢層か

ら依頼があります。若い方は、現在進行形

のケースも多いです。心の整理をしたい方

や、まだ未練が残っている方などが依頼さ

れます。ただ、インターネットとかなら、ウソも

多いのが事実です。

　40代以上になりますと、「あわよくば」という

お気持ちは、ほとんどないようです。とにか

く相手が元気かどうか、幸せかどうか、死ぬ

までにお礼が言いたい、感謝の気持ちを伝

えたい、といった方がほとんどです。

　高齢の方の場合、戦争で生き別れた戦友

などを探してほしい、という依頼があります。

たとえばそれが、満州のケースもあります。

手がかりがほとんどないことも珍しくなく、電

話帳で１件１件あたっていったりします。

　6,000件目ぐらいでようやく手がかりがつか

め、終戦後にソ連が侵攻してくる中、いっし

ょに逃げてきたものの、生死もわからない人

を見つけ出し、ともにとても喜んでいただけ

たこともありました。

　あるいは50代男性のケースでは、かつて

エリートサラリーマンだったのですが、競争

に勝つため無理していたため、不規則な生

活で睡眠不足に陥りました。睡眠薬を常用

し中毒になり、婚約者の親も反対するように

なりました。彼女も協力しましたがなかなか

改善せず、退社して転職したりしました。や

がて大事故で大怪我をし、大量の輸血を受

けたことがきっかけで、やめることができた

そうです。

　かつて結婚を約束した彼女が気になる、

お詫びをしたいということで、調査しました。

彼女は淡路島に嫁いだようで、姉が若くで

亡くなり、悩んだ末に後妻に入ったそうです。

ご本人に連絡をとり事情を説明しましたら

「その言葉を聞いて胸のつかえがおりた。

少し時間おいたら、会えると思います」とお

っしゃっていました。

　ところで、昔の思い出のまま、綺麗な相手

を見つけたい方は、探さない方がいいです。

相手がしわくちゃでもいい人は、もっと思い

入れが強い方です。出会うとすぐ、当時に

タイムスリップされます。

　この仕事をしていますと、縁を大切にしな

いといけないなと感じています。人と人との

つながり、お客様を大切にしなければなりま

卓　　　話



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 小谷　逸朗　　副委員長 ▼ 奥谷　英一
委 　員 ▼ 池尻　誠　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

7/27

8/3

8/10

会員数

57

57

57

出席

41

33

41

（内出席規定適用免除者）

5

3

6

メークアップ

1

出席率

82.00％

68.75％

80.39％

確定出席率

84.00％

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

インターアクト海外研修（フィリピン・セブ）

理事会

自然の中で
リーダ
ー研

（例会休会）

地区財団
セミナー

会員増強・新クラブ
結成推進月間

月

月 火 水 木 金 土 日

理事会

越中八尾ＲＣ訪問

金光八尾
文化祭

クラブ協議会

基本的教育と
識字率向上月間／
ロータリーの友月間

月

せん。そして仕事を進める上で法的な知識

も必要になるので、法科大学院に入りまし

た。この年になって大変な勉強をさせられま

したが、学んだおかげでより中身の濃いアド

バイスが出来るようになったと思います。

　私は仕事に関して、本を２冊出しています。

エピソードなども紹介していますので、よろ

しければお読みください。

　企業調査については、財務調査だけなら

帝国データバンクなど大手の方が安いので、

そちらをお勧めします。ただ、調査依頼は

財務だけではないことが多いです。

　「あの会社の製品はすごく安いので、どこ

から仕入れているのか調べてほしい」という

依頼もありますが、よく考えるとそれを調べ

てもどうしようもないです。むしろ同じくらい

で仕入れられる先を探すよう勧めたりします。

　このように、皆様の今後の経営に役立つ

ような調査を提案しています。債権を持って

いるが回収できないので、隠し資産を調査

することもあります。また採用調査について

は、リスク管理として調べておくことは大切

だと思います。皆様も、経営に役立つような

使い方をされることをお勧めします。

▼山本（昌）会長　本日卓話、佐藤あつ子

様よろしくお願いします。皆々様、猛暑に、

体調に留意され、夏休みを送って下さい！

▼田中副会長　本日も子ども食堂活動に行

って参ります。エプロン姿にも慣れました。

▼山陰幹事　次週例会休会です。お忘れ

なきようお願いします。

▼佐野・菅野会員　暑中御見舞い申し上げ

ます。

▼寺坂会員ニコニコ御協力お願い致します。

▼小山会員　写真有難う。

▼笠井会員　佐野会員お世話になりました。

日曜日、春日台カントリー月例で優勝しまし

た。クラス、ハンデスコアは聞かないで下さ

い。例会欠席お詫び。

▼宇野会員　例会欠席お詫び。

▼飯田会員　暑過ぎます。エアコン設定は

１℃下げて良い加減。例会欠席お詫び。

▼松井会員　三宅さんおめでとうございま

す。お祝い八尾西武で買って来ました。八

尾西武残念です。

▼水野会員　暑いです。皆様お体に気を付

けてこの夏をのり切って下さい。

▼児林会員　例会欠席・インターアクト海外

研修欠席おわび。

▼小谷会員　猛暑お見舞い申し上げます。

早退。

▼中西（広）会員水野ＳＡＡ委員長、小谷会

員先週は有難うございました。誕生内祝い。

▼濱岡会員　ニコニコの御協力、何卒よろし

くお願い致します。

ニ　コ　ニ　コ　箱
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