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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

　　　ホライゾン㈱　上中康司様（京都平安RC）

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　　クラブ広報委員会　相馬康人委員長

●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　　「企業再生」

　　　　　　　　　　ホライゾン㈱　上中　康司　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

11/28　「真実を求め、真実に生きる」

　　　　　　　法覚寺長老　山田隆章様

12/5　　「来年のマーケットについて」

　　　　ブーケ・ド・フルーレット代表　馬渕治好様

12/12　忘年家族会　コンラッドホテル大阪３８階

12/19　上半期を振り返って　　山本勝彦会長

　本日はロータリーの原点に戻り、「四つのテスト」につい

てお話しします。

　四つのテストは1932年、世界大恐慌の時代にハーバー

ト・テーラーが提唱したものです。もともとは「どうすれば会

社の業績が上がるのか」を従業員に対して考えたもので、

全従業員が理解できるようにと、平易な言葉でまとめられ

ています。

　この四つのテストですが、日本では近江商人の「三方よ

し」の精神に通じるものがあると思います。皆さんも心に

留めてください。

▼皆様から赤い羽根の募金に協力いただきました

20,754円を、共同募金会へ寄付させていただきました。

▼23日、八尾市の中学校音楽祭が開催されます。入

場券をいただいていますので、ご希望の方はお申し

出ください。

第2795回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

インスピレーションになろう
国際ロータリー 会長　バリー・ラシン

八尾ロータリークラブ　テーマ　　for the team　全てをクラブの為に　 会長　山本　勝彦

会　長　の　時　間

幹　事　報　告



▼八尾東RCの例会場は、LINOAS８Fのバンケット

ホールに戻られるそうです。

▼国際大会がハンブルクで6月1～5日に開催されま

す。参加ご希望の方は、事務局へお申し込みください。

▼寺坂　哲之　会員

　先週はお祝いのゴルフコンペ

を開催していただき、ありがとう

ございました。あいにくの天気

で行くのをためらいましたが、

居相会員が「やろう」ということ

で、おかげで楽しくプレーできま

した。

　まだまだ65歳のつもりで頑張りますので、これからもよろ

しくお願いいたします。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　今月は、ロータリー財団月間です。RI会長メッセージで

は、国際大会への参加を呼びかけておられます。

　特集では「世界でよいことをしよう」ということで、財団の

補助金活用事例などが紹介されています。また「ポリオ撲

滅までのガイド」ということで、今後のプランなども掲載さ

れています。経口ワクチンなどに関し、私も知らないこと

がありました。ぜひご一読ください。

　その他、世界インターアクト週間にちなんだ活動も紹介

されています。

　また、講演記録は「児童虐待の

実情」として、貧困の連鎖などの

話が収録されています。

　2020-21年度のRI会長に、イン

ドのスシル・グプタ氏（デリーミッド

ウエストRC）が選ばれました。

▼地区ロータリー財団委員会・飯田 寛光 委員

　先週に地区委員会が開かれ、平和フェローシップ奨学

生で日本の方が審査通過されました。また台風21号の被

害に対する地区の臨時補助金ですが「申請が少ないの

で、さらに周知を」とのことでした。これまで半額だったクラ

ブの負担がゼロになりましたので、案件があればご相談く

ださい。

　また11日にグローバル奨学生の選考委員会が開かれ、

１名が合格されました。オーストラリアに留学したいとのこ

とで、補助金が支給されます。

▼親睦活動委員会・長竹　浩　副委員長

　忘年家族会を12月12日にコンラッドホテルで開催しま

す。今、「大阪で一番では」と言われているホテルですの

で、ぜひ奥様もお誘いの上、奮ってご参加ください。

　またクラブ研修委員会から、21日に炉辺会議を加門で

開催します。次週例会時に会費の5,000円を集めさせて

いただきます。

▼ゴルフ部・大槻　恭介　会員

　先週金曜日に、居相・寺坂会員の喜寿と、村本会員の

古希を祝うコンペを開催しました。松井会員が優勝されま

した。悪天候にもかかわらず、多数ご参加いただきありが

とうございました。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　月曜日にFAXで、会員名簿の確認を送信させていただ

きましたので、ご回答ください。本日で最終の締め切りと

させていただきます。回答なき場合は、そのまま印刷させ

ていただきます。

「ホームレス状態を生み出さないニホンへ」

▼NPO法人 Homedoor 理事長　川口　加奈　様

　私は14歳でホームレスの方々

と出会い、19歳で起業しました。きっかけは釜ヶ崎がある

新今宮駅で乗り換えるようになっ

たからです。

　駅のホームから街を見下ろす

と、ホームレスが多いことに気付

きます。母に聞くと「絶対に降り

たらダメ」と言われましたが、ある時こっそりと炊き出しのボ

ランティアに参加しました。

　そこには３時間以上前から私の握るおにぎりを目当てに

喜 寿 の お 祝 い

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



行列している方々がおられました。私は中学生なりに、い

ろいろと考えさせられました。スタッフの方からは「孫の年

齢のあなたから、命の綱であるおにぎりを受け取る野宿

者の気持ちを考えて渡しなさい」と言われました。

　あるホームレスの方に「もっと頑張ったら、ホームレスに

ならずにすんだのでは」と聞いたら、「自分の家には勉強

机などなかった」と答えられました。

　貧困の連鎖というものがあり、親の世代の貧困のうち、４

分の１が子の世代の貧困につながっています。最近では、

親の介護で離職せざるを得なかった人もおられます。

　大阪市内だけで年間213人が、凍死や餓死で亡くなっ

ています。当時は中高生がホームレスを襲撃するような事

件も起きていました。なぜホームレスが襲われるのか。彼

らが何か悪いことをしたからではなく、「これはゴミ掃除だ」

と証言した少年もいたそうです。

　こうした少年と自分との違いは、ホームレスについて「知

る機会があったか、なかったか」ということだと思い、全校

集会で話してみたり、新聞を出してみたりしました。

　そのうちに、友達を連れて炊き出しに参加しました。たく

さんの友達が参加してくれましたが、こうした経験は当時

導入されたばかりのＡＯ入試でも評価されたようです。イ

ンターアクトクラブの人たちも、手伝いに来てくれました。

　ただ、ボランティアに関しては、日本人と海外の人たちと

では、意識の差が大きいことも事実です。「社会に良さそ

うなことをしたいだけなのか、それとも社会を変えたいの

か」「私が活動したことで、何か変わったか」などいろいろ

考えました。

　ホームレスがそこから脱出するのは、なかなか難しいの

が実情です。そこで高３の時に「こういう場所があればい

いな」というものを考えました。これを実現するため関連学

部のある大阪市立大学へ進学し、２年で今の団体を立ち

上げました。

　「ニーズの代弁者たれ」をモットーに取り組んでいます

が、ホームレスからは仕事と貯蓄と住まいがあれば脱出

できると考えられます。しかし、仕事をするにも貯金が必

要です。就職するには、まず採用通知を受け取る電話や

住所が必要になります。ホームレスとわかると、採用され

ません。また、家を借りるにも家が必要になります。不動

産業者から「住民票を出してください」と言われます。

　やがて、ホームレスの方々の得意なことは「自転車修

理」であると気付きました。彼らは空き缶を集めて換金す

る中で、自転車が故障したら修理代がもったいないので

自分で修理するのです。

　そこで、レンタルサイクル事業に取り組みました。ホーム

レスの方を雇い、彼らが看板を手作りで作ってくれたりし

ながら、拠点を増やしていきました。企業などに協力をい

ただきながら、現在では62拠点にまで広がっています。

　現在は、ホームレスの方々の生活サポートも行っていま

す。お弁当を届けたりするのですが、いっしょに求人票も

入れるようにしています。するとそれを見て、就職の相談

に来てくれることもあります。

　シェルターという宿泊施設の提供も始めています。食品

なども無料で提供いただいています。レンタルサイクルの

利用者は、最近は外国人も多いので、英語を勉強してい

る方もおられます。

　一歩ずつ夢の形に近づいて、宿泊施設もオープンでき

ました。ホームレスの方が「とりあえず、あそこへいけばな

んとかなる」という場所にしていきたいと考えています。

　ホームレスについて「知ったからには、知ったなりの責

任がある」と考えています。これまでの試行錯誤の連続が、

現在につながっているのかな、と感じます。

　皆様もこれを機に、いっしょに考えていただけたらと思

います。

　ホームレスの問題について、一つは偏見が最大の壁に

なっています。ですので、こうしたお話をする機会があれ

ば、お呼びいただければありがたいです。

　もう一つは、サポーターのお願いです。継続的に支援

いただくサポーターにご登録いただければうれしく思いま

す。

　「誰もが何度でもやり直せる社会へ」、これからも頑張っ

ていきたいと思います。

▼山本会長　先日の古稀・喜寿コンペに参加して頂き、

誠にありがとうございました。雨と雷の中、大変でした。ガ

バナー杯大会、やっと終了致しました。

▼稲田副会長　早退お詫び。

▼柏木副会長　記念コンペの欠席お詫び。川口様、本日

の卓話よろしくお願いします。いいことが有ります様に！

▼澁谷幹事　川口加奈様、卓話宜しく。

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 ▼ 相馬　康人　　副委員長 ▼ 山本　隆一
委 　員 ▼ 吉本　憲司　　津田　伸一

■ 出席報告

月日

10/31

11/7

11/14

会員数

62

62

62

出席

51

46

47

うち出席規定
適用免除者

14

14

13

メーク
アップ

0

出席率

91.07％

82.14％

87.04％

確定
出席率

91.07％

▼居相会員　喜寿の祝いのゴルフコンペありがとうござい

ました。

▼寺坂会員　喜寿コンペ御参加頂いた皆様、有難うござ

いました。喜寿内祝い。例会欠席お詫び。

▼村本会員　先日のコンペ、ゴルフ部の皆さんありがとう

ございました。

▼中川（廣）会員　良い事が有ります様に。バッジ忘れ。

▼笠井会員　濵岡会員、お世話になりました。

▼田中会員　先日、第１１回更生保護チャリティーコンペ

を開催させて頂き、74組の盛大なコンペになりました。八

尾クラブからも会長、副会長はじめたくさんの参加を頂き、

ありがとうございました。感謝します。

▼濵岡会員　野球の試合が、全部無事に終わりました。

野球部の皆様、ご協力有難うございました。

▼松井会員　川口さん、ようこそ。皆様ご支援お願いしま

す。

▼長竹会員　２１日（水）18：00～『加門』にて炉辺会議行

います。御参加宜しくお願い致します。

▼吉田会員　早退お詫び。

▼野村会員　コンペ欠席お詫び。良い事が有ります様に。

▼児林会員　田中さん、お疲れ様でした。お世話になりま

した。誕生内祝い。例会欠席お詫び。

▼富田会員　11/9コンペありがとうございました。雷雨の

中、お疲れ様です。カニおいしく頂きました。

▼福田会員　先週テレビでデジタルプロ歯ブラシ新商品

のコーナー見ました。来年春の発売が楽しみです。

▼山本（隆）会員　ホールインワンおめでとうございます。

ありがとうございます。例会欠席お詫び。

▼幡田会員　山本会長ごちそうさまでした。田中会員ゴ

ルフコンペお世話になりました。

▼藤田会員　いつもニコニコありがとうございます。11/9コ

ンペ、雷雨の中、お疲れ様でした。宇野さん、ホールイン

ワンおめでとうございます。11/12田中さん、コンペありが

とうございまいした。例会欠席お詫び。

▼川村会員　台湾で電話なくし、出てきました。皆様ご迷

惑かけてすみませんでした。

　　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

理事会

台北東ＲＣ
公式訪問（～6日）

ロータリー
財団月間

月

月 火 水 木 金 土 日

地区大会
理事会

忘年家族会

月

疾病予防と
治療月間
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