
　　　　　　

　

▼卓話予告

3/22　「笑いと健康」　矢野宗宏様

3/29　「ロータリー雑感」

　　　　居相英機元会長

4/8（土）ＩＭロータリーデー

4/12　「私を語る」　

　　幡田賀紀・相馬康人会員

4/19　「健康を語る」

　　川田 隆会員・西村 衛会員

4/26　松本新太郎元会長

台北東ＲＣ公式訪問を終えて

　先週の清水会員の歓送会には、急な

案内にもかかわらず、多くの参加を戴き

有難うございました。

　昨日、台北東ＲＣ公式訪問から、無事

帰国致しました。参加して頂いた稲田国

際奉仕委員長を始め14名の会員の皆

様有難うございました。

　3月5日（日）関西国際空港AM10時出

発し、台北へAM12時20分到着しました。

その日は、台北郊外の300メータの山へ

ロープウェイで猫空（マオコン）の観光を

致しました。乗り物で会員の５～６人が

八尾ロータリークラブ　2016－2017年度　　　会長　山本　昌市　　　幹事　山陰　恭志

事務局　八尾市清水町1-1-6　八尾商工会議所２Ｆ
ＴＥＬ　072-991-2129　　ＦＡＸ　072-924-0010
URL　www.yaorc.com　　E-mail　 info@yaorc.com

例会日　毎週水曜日　午後０時30分－午後１時30分
例会場　八尾商工会議所３Ｆ
創　 立　1961（昭和36）年3月28日

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「四つのテスト」

▼ゲストの紹介

　金光八尾高校　インターアクト

　　クラブ顧問　前田　裕子様　　

　　　　　　　　　　森　祥太郎様

生徒４名　藤本 有江様・古田 篤哉様・

　　　　　　伊藤　祐弥様・山下　晴生様

　米山奨学生　三宅　建様

▼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

　「インターアクト活動報告」

　金光八尾高校

　　インターアクトクラブ顧問

　　前田　裕子様・森　祥太郎様

　インターアクトクラブ

　　藤本 有江様・古田 篤哉様・

　　伊藤 祐弥様・山下 晴生様

▼閉　会　「点　鐘」

会 長 の 時 間

 



気分悪くなり、ガイドさんの気転で、帰り

はタクシーで帰りました。

　夕食は、台北東ＲＣの会長を入れ13名

の有志のみの会食でした。お馴染みの

乾杯の連続で、もう少しで一人危うく犠

牲者が出そうでした。二次会へと続き、

PM12時前でホテルに帰りました。

　6日は、台北東ＲＣ例会に出席いたし

ました。アンバサダーホテルの13階で、

台北東ロータリーの歓迎を受けました。

当日は月に一回の、台北長安ＲＣとの

合同例会で60人ほどとなりました。聞くと

ころよると、台北長安ロータリーと守口イ

ブニングRCと姉妹クラブだそうです。４ク

ラブ合同の話も出ておりました。

　AM12時、バイキング形式で昼食を戴

き、AM12時50分点鐘で始まりました。各

クラブ紹介の後、ロータリーソングの次

に、歓迎の演出と思うのですが、サプラ

イズでテレサ・テンの「時の流れに身をま

かせ」を、日本語と台湾語で歌いました。

　そして八尾ＲＣ会長として、挨拶をさせ

て頂きました。３クラブバナーを壇上に

上がり交換し、記念写真をとりました。

　台湾語で卓話を聞いても分からないと

言う事で、会長のご配慮で中座退席致

しました。堅い握手、握手で再会を約束

し、別れました。

　そして、権威主義の時代から、民主主

義に歩んできた、総統府で台湾の博物

館の見学で、空港同様の検査でパスポ

ートが必要でした。

　PM３時、台南へ日本の新幹線で2時

間乗りました。初めての台南市は例える

と城下町で、日本が占領する前にオラン

ダの植民地支配の首都があった所です。

台湾で４番目に大きい都市だそうです。

　夕食後、夜市へ繰り出し、台湾の独特

の「におい」と「雰囲気」を味わいました。

だれも、一口も口にする事は出来ません

でした。

　７日は、笠井会員の取引会社の工場

見学で、皆さん熱心に具体的に、質問

されていました。一般市民とのふれあい

も出来、台湾の日常生活が垣間見えま

した。予定外でしたが、近くと言うことで、

市営のチミ博物館を見学しました。

　最後の昼食で打ち上げとなり、私はそ

の時、14人のメンバーへの感謝で何も

言えない気持ちでした。再度新幹線で

台北に戻り、帰路に着きました。PM９時

関西空港に無事着き家路に急ぎました。

　今回、八尾ＲＣ会長として、台北東ＲＣ

公式訪問をさせて頂き、まず前夜祭の

食事会には宴を開いて頂き、多くの会

員の皆様に盛大な歓迎を受けました。

　翌日の例会には重厚に迎えて頂き、

色々と工夫された御もてなしを受け、丁

重な見送りを頂き、その気配りに感激い

たしました。

　そして異国の事だけに、日本では出来

ない交流を深める事ができました。47年

間の先輩諸兄にわたる、歴史の積み重

ねと交流の大切さを痛感致しました。

　そしてこの3日間、寝食を共にして頂い

た14名のメンバーの方々には、頼りない

私と常に行動を共にして頂き、色々とト

ラブル、ハプニングもあり、その度に助け

て頂きご支援、ご協力、ご配慮して頂き、

心より感謝申し上げます。

　私にとって、無事終える事が出来まし

たのも、今回同行して頂いた14名のメン

バーは今は、15人家族と思う感謝の気

持で御座います。

　今回の旅は私にとりまして、これまでの

ロータリーの中で一生忘れられない思い

出となりました。そして、ロータリーの友

情の素晴らしさを、思い知らされました。

　最後に八尾ＲＣ会長として、一度しか

味わえない体験である、台北東ＲＣ公式

訪問させて頂き、クラブの皆様に心より、

感謝もうしあげます。誠にありがとうござ

いました。

▼5～7日に台北東RCへの公式訪問

を実施しました。

▼11日に東大阪中央RCのチャリティ

イベントが開催されます。

▼14日に地区のインターアクト合同

会議が開催されます。

▼ロータリーデーが4月8日に開催さ

れます。このため例会も5日から8日

12：30に変更いたします。また当日は

11：00から理事会を開催します。

▼幡田　賀紀　会員

　RI指定記事では、RI会長と次期会

長のメッセージが掲載されています。

　地方創生の記事は、メラビアンの法

則について書かれています。コミュニ

ケーションの際に言葉の力がどの程

度あるか、というものですが、実は顔

の表情が55％の役割を果たしている

そうです。

▼八尾中央RC・近田 直人様

　このたび私の考えを、本にまとめる

ことができました。皆様にもご一読い

ただけると幸いです。

▼清水　一夫　会員

　八尾に赴任して１年弱、八尾RCに

は10ヶ月お世話になりました。

　昭和56年に開店した西武八尾店が、

先月末で営業を終了しました。開店

ロ ー タ リ ー の 友 紹 介

幹　事　報　告 

そ の 他 の 報 告



当初は勤労学生として務めたこともあ

る思い入れのある場所ですが、残念

な結果になりました。これまでのご支

援、ご協力に感謝いたします。

　私は来週から東京へ行き、専門店

を管轄する仕事に従事します。これ

からもRCでおしえていただいたことを

忘れずに、がんばっていきたいと思っ

ております。ありがとうございました。

▼山本　義治　会員

　約10年ぶりに出席しました。72歳で

大腸がんを患い、その後も糖尿や脳

梗塞と、70代は病気ばかりでした。

　私はもともと技術屋ですが、会社を

経営しておりますので、今も仕事は続

けています。今後もよろしくお願いい

たします。

▼国際奉仕委員会・

　　稲田　賢二　委員長

　５～７日に台北東RCの例会出席と、

台湾企業の工場見学を実施し、15名

のご参加をいただきました。夕食会に

は台北東RCの会員も飛び入りで参

加していただき、盛り上がりました。

　また同時期に訪問されていた親クラ

ブと守口イブニングRCが姉妹クラブと

いうことで、４クラブ合同例会を開催し

てはどうか、という提案もございました。

　その後、台南へ新幹線で移動し、ア

クリル工場を見学しました。短期間の

強行スケジュールでしたが、中身の

濃い訪問が出来たと思います。

　ご協力いただきました皆様、ありがと

うございました。

▼会員増強委員会・

　　山田　博義　委員長

　本日見学にお越しの井手様がご入

会いただければ、今年度４人目の新

入会員となります。今年度は６人増強

の計画を立てておりますので、あと２

人です。何とか実現できるよう、情報

だけでも結構ですのでご協力をお願

いいたします。

▼次年度・長竹浩幹事予定者

　本日６時より山徳で、次年度の第1

回クラブ協議会を開催します。

▼クラブ研修委員会・

　　宇野　泰正　委員長

　4月26日に研修会を開催します。中

西会員と居相会員に、社員教育のこ

となどを講演いただきます。皆様奮っ

てご参加ください。

▼米山委員会・

　　松井　良介　委員長

　先日、三宅建さんが地区の米山卒

業式に出席されました。本日、色紙を

回覧しますので、皆様コメントを書い

てあげてください。

「職業奉仕について」

▼職業奉仕委員会・

　　長竹　浩　委員長

　今年度の職業奉仕委員会では、職業奉

仕について勉強する年度にしようと考え、

外部からの卓話者を招く計画にしておりま

したが、本日はどうしても都合がつかず、委

員会で卓話を行います。

　松本新太郎ガバナー年度の地区大会に

RI会長代理としてお越しいただいた田中毅

パストガバナーの本や、主催されている「源

流の会」からシェルドンの話を紹介します。

　また５月には、源流の会のメンバーでもあ

る服部芳樹パストガバナー（第2630地区、

岐阜RC）を卓話にお招きする予定です。例

会後には勉強会の開催も考えていますの

で、ご期待ください。

　さて1905年、設立当初のRCでは、親睦互

恵関係の向上などが目的とされていました。

そこからやがて物質的相互扶助という考え

が芽生え、会員同士の互恵取引が行われ

ました。ここから奉仕理念を持ったロータリ

ーへの転換が行われ、職業奉仕の概念が

生まれます。

　当時は資本主義の問題が噴出していた

時代で、RC以外にも数々の団体ありました

が、多くが消滅していきました。

　アーサー・シェルドンはRCに、経営の理

念を導入しました。彼は出版社やビジネス

スクールを経営していました。田中毅氏は

「ロータリーの職業奉仕理念は、アーサー・

シェルドンの修正資本主義に酷似した企業

経営理論に基づくものである」としています。

　シェルドンは経営学として職業を説いて

いるので、宗教的要素を入れることは嫌い

ました。職業についても vocation という言

葉は一切使わず、occupation と表現してい

ます。弱肉強食の自由競争を否定し、利他

の心が成功の秘訣などと説いています。

　皆様よくご存知の 「He profits most who 

serves best.」 はもともと、シェルドンが自身

のスクールのモットーとして定めたもので、

経営学の理念として黄金律を説いたとして

います。他人からしてもらいたいことを他人

にせよ、という考えです。

　奉仕理念に基づいて、継続的な利益をも

たらす顧客を確保することが、ロータリーの

職業奉仕だということになります。職業奉仕

を実践することによる受益者は、ロータリア

ンなのです。

卓　　　話



　職業奉仕の実践では、顧客の満足度を

最優先し、自らの職業を通じて他人に奉仕

することで、リピーターと新規顧客が獲得で

き、これにより継続的な事業の発展が可能

になります。また職業倫理も高揚できます。

　ロータリアンがめざすのは、奉仕理念を学

びながら社会に貢献していくこと、すなわち

「入りて学び、出でて奉仕せよ」ということで

す。ロータリーでは変えていいものもありま

すが、ロータリーの哲学、すなわちロータリ

ーの奉仕理念は変えてはならないものです。

　本日ご紹介した第2680地区の田中毅パ

ストガバナーは、シェルドン派の代表的な

論客ですが、他にもいろんな方が様々な視

点から職業奉仕を論じておられます。

　本日ご紹介したような考え方もございます

ので、皆様も参考になさってください。

▼井川　孝三　委員

　長竹委員長が今、お話しされたのはシェ

ルドンではなく、田中毅さんがおっしゃって

いることです。人によって、とらえ方もいろい

ろと異なると思います。念のため補足してお

きます。

　職業奉仕の原点を考える際には、どうして

も宗教的要素が入ってきます。職業とは神

から与えられたものである、という考え方も

あります。

　アメリカやドイツ、北欧などはプロテスタン

トが多いですが、プロテスタントは職業に関

し「神から与えられた役割分担を一生懸命

にやる」という考えを持っています。

シェルドンは実は経済学者で、ケインズの

修正資本主義にも影響を与えていると言わ

れています。経済が停滞すると公共事業を

実施するもので、30年後にルーズベルトが

ニューディール政策を打ち出しました。

ところで日本人の中にはもともと、職業奉仕

の考え方が根付いている、とも言えると思い

ます。士農工商などについても、それぞれ

に身分によって自分の役割を果たす、とい

う意識が常にあるのだと思います。

▼山本（昌）会長　台北東ＲＣ公式訪

問参加者の皆様、大変お世話になり

ありがとうございました。

▼田中副会長　台北訪問、皆様大変

お疲れ様でした！素晴らしい交流が

実現できたこと、小谷会員から聞いて

おります。

▼山陰幹事 山本さんお久しぶりです。

▼山本（義）会員　誕生内祝い。

▼池尻会員 山本義治さん、お久し振

りです。嬉しいです。又、来てください。

▼寺坂会員　ニコニコ目標より少ない

ので皆様の御協力をお願い致します。

▼中川（廣）会員　20年在籍内祝い。

▼山本（勝）会員　本日のビジター井

手さんをよろしく。

▼井川会員　卓話よろしくお願いしま

す。

▼菅野会員　本日、クラブ協議会よろ

しくお願いします。

▼稲田会員　台北東ＲＣ公式訪問と

現地企業訪問参加の皆様お疲れ様

でした。どうもありがとうございました。

▼宇野会員　台湾旅行ありがとうござ

いました。

▼山田会員　台北東ＲＣ公式訪問で

はお世話になりました。山本会長ごち

そうさまでした。

▼濱岡会員　台北東ＲＣ公式訪問、

山本会長、稲田委員長お世話になり

ました。

▼柏木会員　稲田委員長はじめ台湾

に行かれたメンバーの皆様お世話に

なりました。山本会長、企業紹介者の

笠井さんありがとうございました。オリ

ンピアには参りました。

▼松井会員　山本会長、稲田委員長

お世話になりました。台湾楽しかった

です。

▼奧谷会員　遅刻お詫び。

▼長竹会員　卓話宜しく。

▼澁谷会員　遅刻、例会欠席お詫び。

▼吉田会員　山本勝彦様、児林さん、

山口さん、稲田さん、中西さんありが

とうございました。

▼小谷会員　台北東公式訪問、山本

会長、稲田委員長お世話になりました。

▼清水会員　短い間でしたが、お世

話になりありがとうございました。思い

出に残る時を過ごせました。誕生内

祝い。

▼相馬会員　例会欠席お詫び。

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

2/22

3/1

3/8

会員数

58

58

58

出席

41

43

42

（内出席規定適用免除者）

6

8

5

メークアップ

2

出席率

78.85％

79.63％

80.77％

確定出席率

82.69％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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