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国際ロータリー　第2660地区2016-2017年度

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「国歌」「奉仕の理想」

▼ロータリーの目的の唱和

▼ゲストの紹介

　　　米山奨学会　三宅建様

▼出席報告

▼在籍表彰

会員特別表彰

　在籍２０年　三宅　博会員

　在籍１５年　今西敦之会員

会員年次表彰

　在籍３９年　山本義治会員

　在籍３２年　坂本憲治会員

　在籍２７年　寺坂哲之会員

　在籍２７年　中谷武男会員

　在籍２３年　小山悦治会員

　在籍　３年　小谷逸朗会員

▼お誕生日お祝い

村本順三・高井榮彌・笠井実・

野村俊隆・吉本憲司・幡田賀紀

会員

▼ロータリーの友紹介

クラブ広報委員会・小谷逸朗委員長

▼米山奨学金贈呈

▼委嘱状伝達

　地区大会決議委員会

　　委員　井川孝三会員

▼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

 「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

▼閉　会　「点　鐘」

　　

　

▼卓話予告

9/14　「田植え、稲刈り」

大阪柏原RC 会長 小原 進 様

9/21　「電力自由化を語る」

　　大阪ガス　長門様、冨尾様

9/28　池尻　誠元会長

10/5　若林　紀男パストガバナ

ー（大阪東RC）

10/12　ガバナー公式訪問

 先日この猛暑の昼時に、ラーメン店に

並ぶ行列に出くわしました。ラーメン店の

番組はよくありますがおいしい出汁は昆

布、鰹節、豚骨、鶏ガラ、何でしょうか…

それは「人柄」です。先日「ガイアの夜明

け」と言う番組で、1週間で40万円の授業

料でラーメン店が開けるそうです。

 ある大手のラーメン屋で修業して、行列

会 長 の 時 間



が出来るほど人気店になりましたが、レ

シピ通りに同じ味を出し続けているにも

関わらず２、３年目になるにつれ客足が

減り、いつの間にか人気店ではなくなっ

てしまいました。店主は同じレシピで忠

実に味を実践しているのに、原因がわか

りませんでした。

 その理由は、お客さんの舌が肥えてくる

からというものでした。人気店ではラーメ

ンの振り方をかえたり、見分けがつかな

いほどではあるものの調合を変えてみた

り、少しずつお客さんも気付かないほど

微妙かつ繊細にレシピや調理に改良を

加えていたとのこと。即ち、肥えていく舌

の半歩先を行くよう工夫しているのです。

 現状維持は、現状維持に終わらず後退

を示すということで、それは自分が止まっ

ていてもお客さんが変わっていくからと

いうことです。その変化が、劇的に変わ

れば認識出来るものの、少しずつ変わっ

ていくのであれば、気付かないまま自分

の方が後退していきます。

　現状維持をしようと思えば、少しずつで

も成長してようやく現状維持であって、だ

からこそ成長していかなければならない

という話でした。これを数字で表現すると、

1.01の365乗は37.5倍。0.99の365乗は

0.03倍です。やはり日々365日、修業だ

と思いました。アマチュアは「自分の視

点」で振り返り、プロは「相手の視点」で

振り返る事が出来る、ということです。

　将棋や囲碁の対局中に相手側から戦

局を眺めてみるのが、強くなる秘訣です。

ビジネスでも成功しないのは、ほとんどが

「相手の視点」を欠いているからです。

　進化論を唱えたダーウィンは「力の強

い者、大きい者が生き残るわけではなく、

知恵を絞って環境変化に対応した者だ

けが生き残るのです」と述べています。

　これは生き物だけではなく、組織にも

当てはまります。変化や革新はフレッシ

ュな人から生まれるものです。フレッシュ

な視点を持つ人達は、型にはまらない考

え方ができます。変えてはならない所と、

変えるべきところは変化させていく、勇気

が必要だと思います。そうすることによっ

て、年齢ではなく精神的に若い人達が

入会してくると思います。

　今月は、会員増強月間です。会員皆

様方のご協力を、再度お願い申し上げ

ます。本日オブザーバー参加の「相馬

様」宜しく検討していただき、入会をお待

ちしております。

▼27日、地区ロータリー財団セミナー

に会長と松村委員長が出席しました。

▼27日、地区インターアクトで香港か

らの受け入れに吉田・中西（広）会員

に参加いただきました。

▼９月３～４日越中八尾を訪問します。

▼次週例会後、理事会を開催します。

▼ゴルフ部・小谷　逸朗　会員

　10月13日にクラブのコンペを、10月

27日に四輪会を開催します。

▼親睦活動委員会・飯田寛光副委員長

　越中八尾おわら風の盆へ、今週末

に訪問します。

「会長経験者の卓話」

▼中川　將　元会長

　今年度は会長経験者が卓話を全員行

うように児林プログラム委員長より依頼が

ありました。ロータリーの話を30分語るの

は私の知識では足りませんので、前半は

入会するまでの半生、後半をロータリー

に入会して経験した事や感じたことを述

べさせて頂きます。

　私は昭和14年、山口県の現在の岩国

市から県道で50㎞、車で一時間入った

農家の７人兄弟の末っ子として生まれま

した。現在生きている兄弟は91歳、86歳、

83歳の姉３人、80歳の兄と76歳の私の５

人です。先月27日にも帰って兄や姉と会

ってきました。みんな癌にもならず、痴呆

にもあまりならずに会話はできました。

　私の生家は兄が帰郷し、建て変えて住

んでいます。村民の平均年齢は80歳を

越えた限界集落で、このままでは10年で

廃村となるでしょう。

　うれしい事としては、メロディアンさんの

水素水の採取地の寂地川は歩いて30分

くらいの所で、山地水明の空気も綺麗で

水の美味しい村です。夏は前の川でア

ユ釣りや天然のウナギも取れます。山で

はわさびも採れますし、田舎暮らしの好

きな方々が入って頂けたら村も再構築で

きると思うのですが、若い方はまだ来て

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告 

卓 　 　 　 話



いません。田舎暮らしを希望する方々の

入村を期待しています。

　私は日米が戦争に入る２年前に生れ、

３歳で父や母に連れられて満州開拓団

の一員として、中国の奥地ハルピンから

何百キロ入ったチチハルと言うところに

土地を与えられ、広大な原野を馬力や

鋤や鍬で開墾して畑にして、トウモロコシ

や大豆を栽培して生業としていました。

　しかし入村４年目で敗戦国になり、土

地も家も家財も置いて夜中の暗闇に逃

げるように引揚者として幸い命だけは取

とめて帰りましたが、母は引揚船の中で

病死しました。父は30代にして母を亡く

し帰国したのですが、その後も再婚せず

に６人の兄弟を育ててくれました。

　私は小学校１年生の二学期から学校

に入りましたがイロハのイの字も分からず、

東京の女学校から帰っていた一番上の

姉が教師役となり、初歩の国語や算数を

泣きながらしごかれて教えてもらいました。

　中学校では生徒会長を二期行いまし

た。全校生の投票による選挙だったと思

いますが、何故なったか今もっても分りま

せん。先生が困っていたように思います。

　田舎の高校を卒業してすぐに大阪に

集団就職、印刷会社に入社しましたが

中卒の方に職人として初歩から負けてい

たので、これは私には向いていない職業

だと判断し、田舎に無理をお願いして姉

の援助により近大に入学しました。４年

間バイトばかりして、トータルで１か月位

しか学校の授業は受けていないと思いま

す。この４年間のアルバイトが私の将来

のために非常に役立ったと思います。

　昭和35～38年、中之島のグランドホテ

ルで働きました。財界の方や戦後売り出

した有名な芸能人（美空ひばり、坂本九、

水原弘、石原裕次郎等）、外人タレント

や退役米軍将校等に接するため英語を

使わなくてはなりませんでした。ここで生

きた英会話を勉強させて頂き、後々海外

とのビジネスとして役立ったと思います。

　昭和38年、運よく卒業して輸入菓子の

販売会社や製薬会社のMR等三社位渡

り歩いて私に合う職業を探しながら「何か

独立して商売が出来たら良いな～」と考

えるようになりました。商売をするにあた

って私は、４つの条件を考えていました。

一、　あまり過当競争の無い職業（製薬

会社で嫌と言うほどの過当競争の世界

を味わいましたので）

二、　季節や盆暮れだけ忙しい片寄った

仕事をうける職業。

三、　工場の下請け、俗に言う協力会社

（小さくても良いから自社製品で自社ブ

ランドの製造販売できる会社でありたい）

四、　流行にあまり左右されない、オーソ

ドックスな製品を扱いたい

　昭和40年、八尾に来ましたがこれもた

またまで親戚縁者、知人も無く試行錯誤

しながらファスナー加工の下請けをして

いる家内企業に転職しました。ここに決

めたのは、当時からファスナーはYKKが

圧倒的に強く他は零細企業で「この業界

は面白い。YKKのおこぼれで食える業

界だ」と判断。独立もあまり資金を必要と

しないし、独立を目標に働かせて頂き、

３年目の昭和45年、大阪万博の年に独

立しました。

　当時は生野区あたりにファスナーメー

カーも十数社ありましたが、現在残って

いるブランドを持っているメーカーは

YKK以外では国内では４社のみで、一

応当社はYKKに次いで二番目です。

　創業46年、70歳で会長になり、今は息

子が社長です。私の商売の基本理念は

「身の丈に合った商売、無理なことはし

ない、無借金経営」を貫いていますので、

会社も大きくはなりませんが、私流の経

営でビッグカンパニーよりビューティフル

カンパニーを良としています。

　私がRCに入れて頂いたきっかけは、清

水町の工場兼住まいでファスナーの加

工販売をしていた頃、今は退会された歯

科の森川先生が近所で喫茶店を始めら

れ、開店から歯科の始まるまでマスター

として朝早くから店に立っておられました。

　最初は歯科医が喫茶店のマスターとは

知りませんでしたが毎朝通いだんだん話

すようになり「RCと言うのを知っているか」

と聞かれ「聞いたことはありますが全然わ

かりません」と言うと「一度遊びにおいで」

と言われそのまま50歳で入会しました。

　右も左もわからない田舎者なので、先

輩で誰か私の人生の師匠となる人がお

られるのではと思い、期待して入会をお

願いした次第です。

　入会当時のRCは厳格で、厳しい戦前

派のお歴々がたくさんおられ礼儀や先

輩に対する作法を教えて頂いたと思って

います。８代会長、東大卒の永井武さん

にさりげなく言われた「叩けよ！さらば開

かれん！」という言葉は、私の一生涯心

に残る言葉だと思っています。人は自分

から近づいて行かなければ、と解釈して

います。また日頃は口も聞いてもらえな

いような八尾の名士の方々が多くおられ

て、少しずつですが会話も出来て、自然

にロータリーを通じて私自身の成長に大

いに役立ったと思います。

　八尾RCもバブルの時代には90名を越

す時もありましたが、悪い風潮も出来、例

会場も騒がしく、卓話中に「お静かに！」



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

8/10

8/24

8/31

会員数

57

57

57

出席

41

41

45

（内出席規定適用免除者）

6

6

7

メークアップ

0

出席率

80.39％

80.39％

86.54％

確定出席率

80.39％

今 後 の 予 定

という看板も持ち歩いた時期もありました。

私はなるべくいろんな方と、等間隔で付

き合うように心がけました。

　毎週例会で会いますし、その他の交流

でそれぞれの人間性は表面的には見え

ます。又お酒を飲んで冗談も言いあって

友人も出来ると思いますが、根本はRC

での仲間であり、佐野会員が言っておら

れるように、裸でなく浴衣一枚着たお付

き合いをするのがベターだと思います。

　今やRCも大変革の時代に入り、RIの方

針も毎年変わって来て、RIの人頭分担

金を払えば正会員とみなし、分担金以外

のクラブ会費、地区賦課金や食事代等

出席要件、奉仕活動の参加等はクラブ

の裁量で決められるようになりましたが、

時代の流れと言えばそれまでですが、今

後はどうなるのでしょうか。

▼山本（昌）会長　本日、暦の上で

は、二百十日で台風襲来の時期で

す。台風対策と、冷房で体調を崩さ

ないようにご注意して下さい！

▼田中副会長　吉田・中西会員、

先日のインターアクト活動、大変お

疲れ様でした！例会欠席お詫び。

▼山陰幹事　相馬様ようこそお越し

下さいました。末長いお付き合いよ

ろしくお願いいたします。

▼高井会員　誕生内祝い。

▼居相会員寺坂さんに催促されました。

▼中西（啓）会員　中川さん本日の

卓話をよろしく。

▼寺坂・濱岡会員　ニコニコに御協

力お願い致します。

▼中川（將）会員　本日つたない卓

話30分間宜しくおつき合い下さいま

せ。

▼村本会員　越中八尾に参加いた

だく方は、昼食のお弁当を必ず買

ってご乗車ください。

▼中川（廣）会員　バッジ忘れ。

▼菅野会員　良い事がありました。

▼山田・新宮・児林・富田会員　例

会欠席お詫び。

▼長竹会員　ツーリング部、越中八

尾にバイクで行くそうです。トホホ。

▼水野会員　来週、休ませて頂きま

す。宜しくお願い致します。

▼西村会員　夏も終わりですね。少

しさみしいです。

ニ　コ　ニ　コ　箱

８月合計額　　 ２３４，０００円

年度累計　　　 ６４８，６００円

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

越 中 八 尾 を 訪 問


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

