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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「国歌」「奉仕の理想」

●ゲストの紹介

　　ブーケ・ド・フルーレット代表　馬渕治好様

　　米山奨学生　マクドナルド　ミカエラ　マリ様

●出席報告

●年次総会

●在籍表彰

会員年次表彰

　在籍37年　中島孝夫会員

　在籍21年　井川孝三会員

　在籍14年　濵岡千寿郎会員

　在籍  3年　福田隆教会員

●お誕生日御祝い

　　大熊　勉・中川　將・濵岡千寿郎会員

●米山奨学金贈呈

●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　　「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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

1/9　　新年初例会　シェラトン都ホテル

1/16　「私を語る」大橋裕之・川村健司会員

1/23　「私を語る」竹中浩人・竹原信二会員

　次週は年次総会を開きますので、皆様のご出席

をよろしくお願いいたします。

　本日卓話をいただく山田隆章様は、かつては当

クラブの会員でした。素晴らしいお話をお聞きでき

ると、期待しております。

　訃報ですが、元会長の橋本雄司さんが10月に逝

去されたそうです。また先日、吉川鹿雄元会員の奥

様も亡くなられたそうです。ご冥福をお祈りいたしま

す。

第2797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



▼21日に炉辺会議を開催しました。ご参加いただ

いた皆様、ご苦労様でした。

▼次週12月5日は、年次総会を開催します。

▼12月7、8日は、今年度の地区大会が開催されま

す。皆さんご参加をお願いします。

▼30日は事務局をお休みさせていただきます。

▼地区社会奉仕委員会・塩尻　明夫　委員長

　大阪船場ＲＣに所属しております。

当クラブでは、澤田会員がお世話に

なっております。

　本日は、地区ローターアクトの献血

のＰＲでおじゃましました。ローター

アクターたちが毎年2回、頑張って献血活動を行っています。

　今年も7月に実施し、次回は来年2月17日に梅田、難波、く

ずは、大日の４ヶ所で行います。お知り合いもお誘い合わせ

の上、ご協力いただけると幸いです。また、ロータリーのバッ

ジをつけて激励いただくだけでも、彼らの励みになります。

　また、地区財団委員会よりですが、地区補助金の臨時費に

ついて、申請がまだ少ないので、クラブ負担なしでも可能に

なっております。ぜひご応募ください。

▼社会奉仕委員会・宮川　清　副委員長

　今月8、9日に職業体験として志紀中学校の生徒20名を、

当クラブ会員の企業で受け入れました。私の会社でも男子2

名を事務職で受け入れましたが、非常に明るくさわやかに頑

張ってくれていました。

▼志紀中学校・中村　和志　先生

　今月8、9日に職場体験として、当校

の生徒を受け入れてくださいました

皆様、ありがとうございました。

　会社様にとっては邪魔になるような

中学生だったと思いますが、後日生

徒たちからは「挨拶の大切さや準備の大切さがよくわかった」

とか「ふだんできない体験をさせてもらった」「お客様に接す

るプロ意識を学んだ」などの感想が寄せられました。

　社会の厳しさを教えていただいたことは、生徒たちにとって

貴重な経験になったと思います。かけがえのない機会になり

ました。ありがとうございました。

▼社会奉仕委員会・松井　良介　委員長

　来週水曜日に、イルミネーションの点灯式を行います。現

地へＰＭ５：３０に集合ください。

▼クラブ研修委員会・中西　啓詞　委員長

　21日夜に炉辺会議を開催しましたところ、多数のご参加を

いただきありがとうございました。おかげさまで盛会となりまし

た。皆さんで親睦を深め、有意義な会になったと思います。

　当日は４つのグループに分かれ、話し合っていただきまし

た。その結果を、各グループのリーダーより簡単に報告して

いただきたいと思います。

飯田　寛光　会員　：　当グループでは「新会員が増え、クラ

ブに新しい空気が入って、雰囲気も良くなっているのでは」と

いう意見が出されました。

　会員が交わって意見を交わしていく中で、クラブの歴史や

伝統なども伝えていけると思います。また新人の会員も、いろ

いろと勉強できるのではないでしょうか。

事業に関しては対内と対外のバランスに配慮する必要がある

のでは、という意見もありました。

川田　隆　会員　：　「奉仕はお金を出すだけではなく、自分

たちで働くべきではないか」「障がい者などを対象とする事業

は、単発では難しいのではないか」「会員企業の見学会を実

施してもらえれば、見聞も広まる」「拡大しつつある貧富の差

を変えるような事業をしてみたい」などの意見が出されました。

吉本　憲司　会員　：　最近のクラブの雰囲気については「若

い会員も増え、賑やかになり、活気が出てきた」などの意見が

多くありました。「全体的に良い方向に向かっているのではな

いか」ということで、全員の意見が一致しました。

　その他、会員増強のあり方などについても、様々な意見を

交換しました。

山陰　恭志　会員　：　当グループには会長にも同席いただ

き、クラブテーマについての思い入れなどを語っていただき

ました。「組織が上手くいくためには、親睦を深めなければ」

という意見を皆さんお持ちでした。

　また「会社がどのように社会に貢献しているか、などをもっと

勉強していく必要がある」といった声もありました。

地 区 委 員 会 より

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告



▼親睦活動委員会・長竹　浩　副委員長

　12月12日に忘年家族会を開催します。当日は17：30から例

会、17：45から家族会を実施します。家族の方も、例会から出

席いただけます。次週に会費を集めさせていただきますが、

４日前からはキャンセル料がかかりますので、ご注意ください。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　12月4日から１週間、駅貼りポスターの第2弾を掲示します。

ぜひご覧ください。また地区から、My Rotaryの登録率を50％

から最終的には80％を目指すように、との要請が来ておりま

す。ご協力をお願いいたします。

「真実を求め、真実に生きる」

▼法覚寺　長老　山田　隆章　様

　本日はお招きいただき、ありが

とうございます。私も長く保護司

をしておりますが、プログラム委

員長の田中さんには協力雇用

主会の会長もしていただき、

全国的に東奔西走いただいて

おります。感謝いたします。

　本日は、ロータリーの四つのテストの１つめ「真実かどう

か」にも関連しますが、このようなテーマでお話しさせていた

だきます。宗教ではそれぞれの宗派で、教祖となる方々が

真実を求められました。典型的な例として、浄土真宗を開か

れた親鸞という方がいます。信者数2000万人とも言われ、

多くの方に信仰されています。

　向学心が旺盛な親鸞は、わずか9歳で京都の著名な僧に

つきました。弟子入りしようと先方の寺に向かいます。夕方

にようやく着いたのですが「今日はもう終わりなので、明日

の朝にしてくれ」と言われたときに、歌を詠んだそうです。

　それは「明日があるとは限らない」という内容のものです。

「そんな熱い思いの人なら会おう」ということになり、剃髪して

得度しました。

　親鸞は「人間は最初から救われることが決まっているの

だ」という教えを説くと、厳しい修行をしている人たちからは

大きな反発を受けました。親鸞が亡くなってからも反対運動

がありましたが、親鸞の弟子が「歎異抄」を書いたのです。

この歎異抄は、座右の書としてあげる人が多く、例えば司馬

遼太郎さんもその一人です。

　善人でさえも救われるのだから、悪人が救われるのは当

然だ、というような内容です。どういうことかと言いますと、

「バケツをひっくり返したのは、ひっくり返した本人が悪いの

か」という事柄について、「自分は悪くない」と他人のせいに

するのが善人です。一方で「みんなすまない、自分が悪

かった」と考える人が悪人、という説明です。

　今の世の中は「自分さえよければいい」という世界的な風

潮が広まっています。世界を分裂、分断、排除しようという

傾向が強いように感じます。かつては共生の精神が強かっ

たのですが、今では企業の不祥事も絶えないような状況で

す。特に製品の性能偽装はひどいものです。

　企業も人間も、失敗したら一気に信用を失ってしまいます。

それにひきかえかつての近江商人は、「三方よし」という精

神を持っていました。「売り手よし、買い手よし、世間よし」と

いうものです。この「世間よし」が、最近は忘れられているの

ではないかと感じます。

　京セラの稲森和夫さんは、臨済宗で出家されました。稲

森さんは「人生の目的は魂を磨き、美しい魂となって旅立

つことだ」とおっしゃっています。私もこの言葉には、感銘を

受けました。この「魂を磨き」の部分を、本日の卓話のタイト

ルに置き換えていただければよろしいかと思います。

　またユニクロの柳井正さんは「弛まぬ努力と創造で成長し

なければ会社は死んだと同然である」とおっしゃっています。

　ところで私はかつて上宮高校におりましたが、現在の大阪

府議会で88人の議員のうち、6人が上宮の卒業生だそうで

す。2020年に創立130周年を迎える、歴史と伝統のある学

校です。

　しかし、歴史に溺死しないよう、我々は気を付けなければ

なりません。また伝統（電灯）には、蛾が集まるばかりで、美

しい蝶は集まりません。何事にも創造力が必要です。今は

このような世の中ですが、これからも皆さん、どうぞ頑張って

ください。

▼山本会長　先日、越中八尾在住のボーカルのライブに

行ってきました。お付き合い頂いた方、ありがとうございま

した。山田隆章先生、卓話よろしくお願い致します。

▼稲田副会長　山本会長、濵岡さん、富田さん、大槻さ

ん、お世話になりました。山田先生、卓話よろしくお願い

ニ　コ　ニ　コ　箱

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 ▼ 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

11/14

11/21

11/28

会員数

62

62

62

出席

47

39

46

うち出席規定
適用免除者

13

10

14

メーク
アップ

0

出席率

87.04％

76.47％

83.64％

確定
出席率

87.04％

します。

▼澁谷幹事　山田隆章様、卓話宜しくお願いします。

▼佐野会員 家内と思い出作りの旅行パワーを頂きました。

▼松本会員　山田隆章様、卓話よろしくお願い致します。

▼居相会員　橋本雄司元会長のご冥福をお祈り致します。

▼中西（啓）会員　先日の炉辺会議、多数の皆さんご参

加頂きありがとうございました。山田先生、本日卓話よろし

くお願いします。

▼中川（將）会員　ファイヤーサイドミーティング欠席申し

訳ありません。山田先生、本日卓話宜しくお願い致します。

例会欠席お詫び。

▼村本会員　ご夫人誕生日。

▼中川（廣）会員　山田先生、卓話ありがとうございます。

▼菅野会員　山田隆章先生、お久しぶりです。卓話よろ

しくお願いします。

▼川田会員　山田先生、ようこそお越し下さいました。卓

話よろしくお願いします。

▼田中会員　山田隆章先生、日頃は大変お世話になり

ありがとうございます。本日、卓話宜しくお願いします。

▼濵岡会員　山田隆章様、本日、卓話よろしくお願い致

します。楽しみにしています。

▼松井会員　大阪万博に向けてドンドン大阪が活気づき

ますように！

▼奧谷・大槻・曽家・北野会員　例会欠席お詫び。

▼長竹会員　隆章先生、卓話宜しくお願い致します。

▼西村会員　炉辺会議、有難うございました。

▼富田会員　ロイヤルホース　ひじりびと楽しかったです。

山本会長、濵岡さん、稲田副会長、大槻さんありがとうご

ざいました。

▼福田会員　大阪万博決定おめでとうございます！

▼幡田会員　良い事が有りますように。たくさんのニコニ

コありがとうございます。

▼相馬会員　松井さん、中川さん、万博決定おめでとうご

ざいます。山本会長、炉辺会議の二次会では有難うござ

いました。駅貼りポスター第二弾、12月4日火曜日午後よ

り掲示されます。みなさま奮って見に行って下さい。

▼大橋会員　炉辺会議・例会欠席お詫び。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください
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