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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「それでこそロータリー」　　　

●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　　「安静の害」  

　　　　　　　　　　福家　宏　パストガバナー

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

6/6　「活動報告」　

　クラブ管理運営委員会　宇野泰正副会長

　会員増強委員会　田中康正委員長

　出席委員会　稲田賢二委員長

　親睦活動委員会　山本昌市委員長

　ＳＡＡ委員会　吉田法功委員長

　クラブ研修委員会　中川　將委員長

　クラブ広報委員会　柏木武生宜委員長

6/13　「活動報告」

　プログラム委員会　小谷逸朗委員長

　職業奉仕委員会　飯田寛光委員長

　社会奉仕委員会　児林秀一委員長

　国際奉仕委員会　松井良介委員長

　ロータリー財団委員会　福田隆教委員長

6/20　「活動報告」

　越中八尾50周年特別委員会

　　　　　　　　　　　　澁谷登志和委員長

　青少年奉仕委員会　野村俊隆委員長

　米山委員会　大槻恭介委員長

　インターアクト委員会　中西広美委員長

　クラブ戦略計画委員会　居相英機委員長

6/27　「１年を振り返って」

　　　　　菅野茂人会長

　　　　　長竹　浩幹事　　幡田賀紀副幹事

　本日は久しぶりに宮川会員が出席してもらっています。体調

も良くなったようで、これからもよろしくお願いします。卓話は

「私を語る」を、鼓呂雲会員と平尾会員に御願いしております。

　鼓呂雲会員は、八尾空港で航空会社を経営されています。

第2771回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

ロータリー：変化をもたらす　国際ロータリー 会長　イアン H.S. ライズリー

国際ロータリー　第2660地区　テーマ

個性を活かし、参加しよう　国際ロータリー 　第2660地区  ガバナー　片山　勉

八尾ロータリークラブ　テーマ　和の心を持ち、魅力あるクラブライフを　 会長　菅野　茂人

会　長　の　時　間



おそらく初めての職業分類と思います。また平尾会員の会社

は大きな丸鋸の製造と、他社が真似出来ない技術で頑張って

居られます。楽しみにしております。この後宜しく御願いします。

　さて今日の会長の時間は、社会奉仕事業の話をしたいと考

えています。本年度の最後の事業になると思いますが、さきほ

ど児林委員長が報告して頂きました、私たちのクラブは八尾市

のひきこもり市民への就労支援事業に協力して参りました。

　現在は「ホップ、ステップ、ジャンプ」の最終段階であります。

民間企業への体験就労の協力依頼が御座いました。皆様の

御協力をお願いします。

　先週の例会でも報告頂きましたが、それからタイミングよく、テ

レビで障害者雇用のモデルのような企業の紹介の番組があり

ました。ご覧になった方も居られると思いますが、少し紹介した

いと思います。

　日本理化学工業と言う会社で、主に学校で使用するチョーク

を作る会社です。ダストレスチョーク等、ユニークな商品を開発

されている会社ですが、話題になるのは製品ではなく障害者

雇用の部分です。

　85人の従業員のうち、65人が知的障害を持つ人達だと言うこ

とです。実に70％以上の雇用率を達成しております。

　社長の話によると、始めは2人から始まった様です。朝9時か

らの会社ですが、この2人は7時には門の前で待っていて、仕

事が出来ることと、皆が自分達を待ってくれていると想うと嬉し

くて、早く来てしまうそうです。それから国の障害者雇用融資制

度を利用し、今の会社の基礎が出来た言う事でした。

　この時、印象に残った言葉が有ります。ある禅寺の住職の話

で、人間に取って究極の幸せは、一つ目は、人から愛されて

いること、二つ目は、人から褒められること、三つ目は、人の役

に立てること。そして四つ目は、人から必要とされていることの

四つです。「福祉施設などで大事にされることが幸せではなく、

働いて人の役に立てることが出来る会社が人を幸せにするの

です」と言う話でした。大変な事も多かったと思いますが、こん

な会社もあることに気付きました。

▼日本のロータリー100年の記念誌に掲載される100人の

ロータリアンとして、当クラブの戸田会員選ばれました。

▼中島会員が大阪府知事より労働関係で表彰を受けられ

ました。

▼20日にローターアクトクラブの年次大会が開催され、田

中・友田会員が参加されました。

▼25日に八尾市内８クラブの交歓会が開かれ、本年度と次

年度の会長・副会長・幹事で出席します。

▼28日に行うRYLAの打ち上げに、皆様ご参加ください。

▼社会奉仕委員会・児林　秀一　委員長

　先週ご案内しました八尾市のひきこもり支援「ホップステッ

プジャンプ」事業の就業希望者に関する件は、今月で締切

り予定です。採用に興味のある方は、お申し出ください。

▼地区ローターアクト委員会・田中　康正　委員

　20日にローターアクトクラブの年次大会が、摂南大学で

行われました。友田会員と参加しました。地区では現在、19

のRACが活動中で、次年度には20クラブになる予定です。

　先日のRYLAセミナーも、非常に高く評価していただきま

した。八尾RCでも、ローターアクトクラブを設立してもいい

のではないか、との声もございました。

▼ゴルフ部・小谷　逸朗　部長

　先週木曜日に、濵岡会員の傘寿を祝うコンペを開催しま

した。優勝は、佐野会員でした。

　なお私は、今年度で部長を退任いたします。次年度より

大槻部長、大熊副部長の体制となります。

「私を語る」

▼鼓呂雲　健造　会員

　私は1982年に、ベネズエラのカラカスで生まれました。

両親が音楽関係の仕事をしており、父はクラシック・ギタリ

ストのベルギー人、母は日本人でソプラノ歌手です。

　私は７歳まで、スペイン語しか

しゃべれませんでした。

　週末には父の趣味である飛行

機に乗り、アマゾンのジャングル

へよく出かけました。そこで現地

人のところへ行ったりしていまし

た。チンパンジーにいたずらされたこともありましたが、私

となぜか気が合い、一時はチンパンジーとよく遊んでいま

した。

幹　事　報　告

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



　やがて内戦が始まり、自宅マンションの前を戦車が走る

ようになりました。母が「日本に帰ろう」ということで、７歳の

とき日本に来ました。

　日本の小学校に入りましたが、いじめられて転校するこ

とも多かったです。勉強はあまりせず、高校へも入らず就

職しました。募集人数の少ない左官屋さんを選び、就職

しました。14歳から19歳ぐらいまで、この仕事をやってい

ました。

　やがて阪神淡路大震災後の好景気が終わったこともあ

り、20歳で車屋をはじめました。中東に車を輸出していた

のですが、あるとき騙されて、大きな取引で失敗しました。

この結果、24歳で5億円の借金をすることになったのです。

　このとき、すべてを失ったので「もともと好きだった飛行

機の仕事をしよう」と思い、空港のある八尾に向かいまし

た。しかし「専門学校を出ていないと無理。1,500万円か

かる」と言われました。

　ただ、格納庫の掃除の求人があったので、安い給料で

すが頑張って働き始めました。そしてやがては、整備要

員にまでなりました。

　4年ぐらいたったとき、知り合いから「ゼロ戦を買うので整

備をしてほしい」と頼まれ、だまされてアメリカへ渡りました。

毎日セスナの整備ばかりをさせられたのですが、おかげ

で腕が上がり、それなりの仕事ができるようになりました。

　アメリカ人は一般的に、日本人のように細かい仕事がで

きないようです。私はエアレースの室谷さんの機体整備な

ども担当しました。

　ビザの関係から5年で日本へ帰ることになりましたが、ラ

イセンスをとっていなかったので「自分で自分を雇うしか

ない」と、エアロラボという会社を立ち上げました。

　日本は現場がどうであれ、書類さえ整っていれば検査

が通る、おかしな状況です。極端に言えば「翼がなくても

検査は通る」ようなものです。アメリカはこれと正反対で、

書類はどうでもいい現場主義です。このため大学を出た

ばかりの検査官をだまして検査を通すようなこともまかり

通っているので、これを正常化させようと現在、運動をし

ています。

▼平尾　貴英　会員

　もうすぐ64歳になります。学校を卒業後は大阪ダイヤモ

ンド工業に入社して、道路工事などで石を切る鉄板をつ

くっていました。先端にダイヤモンドをつけて、道路工事

業者や石屋さんに売っていまし

た。

　３年間、修行のようなつもりで

勤めた後、父の富士工業所へ

入社しました。やがて平成10年

に２代目社長に就任しました。

　平成4年には八尾青年会議所（JC）入りました。家と会

社の往復ばかりだったので、いろいろと勉強させてもらい

ました。JCを卒業後は八尾商工会議所青年部に入り、50

歳で会長をさせていただきました。

　私の代で２年の任期を１年に変更したのですが、そのお

かげで府連の会長をする羽目になりました。墓穴を掘っ

たようなものですが、今から考えればいい経験をさせても

らったと思います。

　17年に工場をつくり、忙しくしている中、趣味ではマラソ

ンをやっていました。仕事もプライベートも忙しくしている

うちにやがて「疲れた」という感覚がなくなってしまい、11

年前の今日、クモ膜下出血で倒れたのです。

　クモ膜下出血では３分の１の方が亡くなり、３分の１は後

遺症が残るそうです。無事に生き残ることができるのは残

りの３分の１だけだそうで、幸運にも私は生き残りました。

それがきっかけで「楽しまないといけないな」と思うように

なりました。

　もともとは青山町の現在コメダ珈琲があるところでやって

いたのですが、三重に工場を建設しました。昭和23年に

父が、のこ屋さんを買い取って、丸鋸なんかを作っていま

した。ダイヤモンドブレードなども取り扱いその後、八尾に

移転し、工場も建ててやっていました。

　平成７年に三重の伊賀に移ろうと、工業団地に一部を

移転しました。当初は熱処理のみ向こうでやっていたの

ですが、17年に全面的に三重へ移りました。八尾の土地

は現在、コメダ珈琲さんに借りてもらっています。

　今は33歳の息子が、常務として働いています。彼に仕

事を任せて育てるためにも、私はロータリーへ入らせてい

ただきました。本人にはなかなか理解されていないようで

すが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

▼菅野会長　本日の卓話は、「私を語る」です。よ

ニ　コ　ニ　コ　箱



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 ▼ 柏木武生宜　　副委員長 ▼ 相馬　康人
委 　員 ▼ 中島　　孝夫　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

5/9

5/16

5/23

会員数

58

58

58

出席

39

41

43

うち出席規定
適用免除者

10

8

9

メーク
アップ

5

出席率

76.47％

83.67％

86.00％

確定
出席率

86.42％

ろしくお願いします。

▼宇野副会長　例会欠席お詫び。

▼長竹幹事　卓話「私を語る」がんばって下さい。

▼松本会員　在籍内祝い。例会欠席お詫び。

▼中川（將）会員　本日の卓話、鼓呂雲さん、平尾

さん、がんばって下さい。

▼中川（廣）会員　本日の卓話、鼓呂雲さん、平尾

さん、がんばって下さい

▼中川（廣）会員　濱岡さんの傘寿のコンペ欠席お

詫び。

▼山本（勝）・笠井・濱岡・藤田会員　鼓呂雲さん、

平尾さん、卓話楽しみにしております。

▼小林会員　宇野さん、ＤＶＤありがとうございまし

た。

▼津田会員　宇野様、お世話をかけますがよろし

く・・・良い事が有りました。

▼澁谷・吉田会員　いつもニコニコありがとうござい

ます。

▼宮川会員　欠席のお詫びと会長、田中さん、松

井さん、児林さん、小谷さん、西村さんお世話にな

りました。例会欠席お詫び。

▼小谷会員　先週は春のコンペに多数ご参加頂き

ありがとうございました。秋のコンペから、大槻さん、

大熊さん、よろしくお願いします。

▼福田会員　濱岡さん、傘寿おめでとうございます。

佐野さん、コンペ優勝おめでとうございます。ゴルフ

がしたくなりました。また教えて下さい。

▼相馬会員　準備に間に合わずすみません。

▼北野会員　八尾ＲＣゴルフコンペ、小谷会員、稲

田会員、御苦労様でした。濱岡会員、傘寿おめで

とうございます。

▼平尾会員　例会欠席お詫び。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定
月 火 水 木 金 土 日

新旧合同
理事会

新旧合同
クラブ協議会

年度最終例会

国際大会（～27日）
カナダ・トロント

ロータリー
親睦活動月間

月

月 火 水 木 金 土 日

理事会

初親睦会

合同地区
委員会

月
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