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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　　法務省コレワ－ク西日本

（大阪矯正管区　矯正就労支援情報センター室）

　室長　高須賀　英治様 ・ 係長　前川　昭子様

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍35年　居相英機会員

会員年次表彰

　在籍49年　佐野　清会員

　在籍43年　松本新太郎会員

　在籍9年　 宮川　清会員

　在籍2年　 藤田隆司会員

●お誕生日御祝い

　小山悦治会員・山口智士会員・西村　衛会員・

　小谷逸朗会員・平尾貴英会員・川村健司会員

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　　話　　「再犯防止と就労支援」

法務省コレワ－ク西日本

（大阪矯正管区 矯正就労支援情報センター室）

　　　室長　高須賀　英治　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

5/15　大西　進様

5/22　「ローターアクトについて」

　　　吹田ローターアクトクラブ　　井川亜里紗様

　　　東大阪ローターアクトクラブ　田中祐子様

5/29　「子ども食堂について」　浦上弘明様

　本日は平成最後の例会です。来週はお休みで、次回の例

会は令和元年5月8日となります。なおこの日は誠に申し訳な

いのですが、会社の所用で私がどうしても出席できません。

令和最初の例会に大変申し訳なく、お詫び申し上げます。

　それでは平成の最後に、美しい話を一つご紹介します。今

月は母子の健康月間ですが、今から100年ほど前のポーラン
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ドでの話です。命を落としかけていた孤児たちを救おうと、多

くの日本人が動いたのです。

　当時のポーランドは帝政ロシアの支配下にあり、厳しい状

況に置かれていました。ポーランド人は、強制労働で極寒の

シベリアに多数送られていました。命を落とす人も多く、また

生き残った人たちも、もっとひどい目に遭っていたそうです。

　そんな中でせめて子どもたちだけでも助けようと、救済委員

会が組織されます。しかし翌年には戦争が勃発し、状況はさ

らに悪化します。困った委員会は最後に、日本に対して協力

を要請します。日本はこれに応え、満州にいた日本人たちが

協力しました。

　日本は外務省も速やかに協力を承諾、わずか２週間で実

行しました。1920～22年にポーランドから765名を、8回にわ

たり敦賀に迎え入れたのです。ポーランドの人たちは日本に

手厚く迎えられ、その後帰還事業で祖国へ帰国したそうです。

　時は流れ1995年。阪神淡路大震災で被災した子どもたち

に、ポーランドから救いの手が差し伸べられます。50名ほど

の震災孤児が、ポーランドに招かれたのです。

　ポーランドではかつて日本人に助けられた先ほどの話は有

名で、今も日本を大切に思ってくれています。日本に対する

かつての恩を、トルコなどと同じように覚えていてくれるので

す。かつての日本人は、そのような良いことをしてきたのだと

いうことを、我々も改めて理解したいと思います。

▼17日に会員企業を訪問しました。職業奉仕委員会、

笠井・鼓呂雲会員、お世話になりました。また多数の

ご参加、ありがとうございました。

▼27～29日に、春のRYLAが開催されます。当クラブ

からも会長他が参加します。

▼緑の羽根募金の協力依頼が来ております。募金箱

をまわします。

▼第2750地区よりロータリーデーの案内が届いており

ますので、回覧します。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　PRポスターを、23日から近鉄八尾駅のホームに掲出

しております。5月6日までですので、ぜひご覧ください。

▼吉田　法功・次年度幹事

　本日例会後、次年度第２回クラブ協議会を開催します。

▼インターアクト委員会・曽家 清弘 次年度委員長

　8月2～6日に地区インターアクトの海外研修が開催

されますので、ぜひご参加ください。

▼ゴルフ部・大槻　恭介　部長

　先週、四輪会が開催されました。ご参加いただきまし

た皆さん、ありがとうございました。

　また秋は、10月17日に当クラブがホストで開催されま

す。多数のご参加をお待ちしております。

「会員企業訪問報告と昨今の職業奉仕について」

▼職業奉仕委員会・山陰　恭志　委員長

　本日は先週行いました「会員

企業を訪問してみよう」の報告

と、職業奉仕についてお話させ

ていただきます。

　まずは会員企業訪問ですが、

炉辺会議で「メンバーの職業

についてもっと知りたい」という意見をいただき、企画いた

しました。今回は笠井会長エレクトの笠井産業（株）様と、

鼓呂雲会員の（株）エアロラボインターナショナルの２社を

訪問させていただきました。

　最初に笠井産業様へ。創業は昭和21年と歴史のある会

社です。会議室で会社についてお話いただきました。硬

質塩化ビニール等の平板を製造をされております。重ね

て熱を加えることでさまざまな厚みの板を作っておられま

した。下敷きになったり、納入先の加工により建材やマネ

キンのボディにと、たくさんの用途に使用されるそうです。

　社内では、省エネルギーの取組を工夫されてました。蛍

光灯をLEDに変更し、本数も減らして必要なところだけを

明るくする。ビニールのカーテンを天井から床まで下ろし

て、エアコンの効きが良くなるようにされていました。

　配送センターの屋根には太陽光発電パネルを全面に

張り、効率をより上げるため南側の壁面にもパネルが取り

付けられており、年間で1700万円の売電益があるそうで

す。6～7年で投資額を上回るのでは、とのことでした。

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



　この後、工場と配送センターも見学させていただいたの

ですが、省力化の工夫がされており、笠井会員の発想力

と徹底振りをうかがうことが出来ました。ダイオキシンが社

会的な問題となったときにはピンチもあったそうですが、

知恵と工夫で乗り越え、今に至っておられると感じました。

　続いて鼓呂雲会員の、エアロラボインターナショナル様

を見学。八尾空港内の格納庫に会場を設営していただき

ました。会社設立が2014年と、笠井産業様に較べるととて

も若い会社です。

　廃棄寸前だったYS-11を入札で落札し、蘇らせてもう一

度飛べるようにするプロジエクトで対外的にも知名度が上

がり、また社員も結束するようになり、会社として順調に成

長している、とのことでした。私が小学生のときに社会科

の先生からYS-11は敗戦から立ち直った日本の誇りだと

教えられましたので、感慨深いものがあります。現在は石

川県能登半島にあります、日本航空高校に保存されてい

ます。

　この後、飛行機について話を聞いたのですが、一番驚

いたのはこれだけ科学が発達しているのに「なぜ飛行機

は飛ぶのか」が完全には解明されていないということでし

た。原理は幾つかあるけれど、その原理に沿ってやって

みてもうまく飛ばないらしいです。「今、飛んでいる飛行機

があるから、それと同じように作る」みたいなところがある

そうです。私も信じられなくて、帰ってからネットで調べま

したが、やはりそのように書いてありました。

　この後、飛行機の操縦席や内部を見せてもらい、参加

者の中から5名で体験飛行していただきました。人選は

ジャンケンで決めました。RCらしく、みんなに公平でした。

　2社を訪問させていただいて本当に素晴らしい、委員会

で考えていた以上のおもてなしをしていただきました。ど

ちらの会社も社長だけでなく社員のみなさんが丁寧な説

明をしていただき、取引先でもない訪問者にも自社をよく

知ってもらいたいというのが前面に出ているのが感じられ

ました。笠井会員、鼓呂雲会員には心より感謝申し上げ

ます。

　次に第二部、職業奉仕についてお話させていただきま

す。

　ＲＣといえば職業奉仕という言葉がついてきますが、最

初からあった言葉ではありません。1905年に最初のシカ

ゴＲＣが創立されたときは、異業種の会員間で信用がで

きて安心して取引ができる仲間を作ることと、胸襟を開い

て語り合える関係作りをする親睦がクラブの方針だったよ

うです。

　その後、クラブの外にも良い影響を与えるべきではない

かというメンバーも出てきて「奉仕」という考え方が加わり

ました。1910年には16クラブが集まり全米ロータリー大会

が開かれ、シェルドンは演説の中で「他者に対する正し

い経営の科学のみが引き合うのだ。経営とは人間的な奉

仕の科学である。その仲間に最もよく奉仕する者が最も

多く報いられる」この有名な言葉はここで生まれました。

シェルドンは事業がうまくいくのは科学だと言っています。

それを突き詰めて仲間に広めることで、更なる成長がある

のです。

　だから無私の奉仕では決してありません。しかしＲＣの

中でもっと外向けの具体的な奉仕活動を望むメンバーと

シェルドン派とで活動方針が対立して分裂の危機を迎え

るのですが、1923年の大会で決議23-34を採択して論争

に一応終止符が打たれたといわれています。ここでは

ロータリーの奉仕活動は個人奉仕が原則であって、クラ

ブが行う奉仕活動は会員の訓練のための例示です。よく

言われる「I serve」というものです。

　職業奉仕がロータリーの根幹にあることは間違いないの

ですが、昨今対外的な活動をすべきという流はどんどん

と大きくなっております。職業奉仕について日本のＲＣの

多くは「I serve」ありきで活動しているのではないでしょう

か？海外、特に米国ではロータリーの樹のようなイメージ

ではなく横並びの５大奉仕の１つのような捉え方かもしれ

ません。

　例会の回数も自由度を与えたり、職業分類も無くそうと

いう動きは職業奉仕をないがしろにしているのではと言わ

れることもありますが、そうではないと思います。2016年の

規程審議会の奉仕の第二部門を改正する件にあるように、

クラブとしての外向きの職業奉仕へのシフトと模索という

方向にむいた結果ではないでしょうか？たとえばＲＣと深

いかかわりのある国連が推し進めるSDGsにも積極的に取

り組もうとする動きもあるようです。

　本年度の地区大会でも、国谷裕子さんがSDGsについ

て講演されていました。アフリカや紛争地帯の飢餓も問題

だけれど、先進国にも色々問題があるから、それも合わ



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

4/10

4/17

4/24

会員数

62

62

62

出席

47

43

46

うち出席規定
適用免除者

13

11

14

メーク
アップ

2

出席率

88.68％

84.31％

85.19％

確定
出席率

92.45％

せて解決して誰一人見捨てない、という感じです。

　クラブでは主催できませんが、子供食堂などは、まさに

合致しています。経団連もビジネスチャンスととらえて

色々やっています。クラブも、職業奉仕として研究して、

取り組んでもいいのではないでしょうか？

▼八尾中央ＲＣ会長エレクト　露原行隆様　昨日受講し

ました地区研修・協議会の補講にて、岡部パストガバ

ナーより義務ではなく権利としてのメーキャップを奨励さ

れましたので早速参りました。今後共どうぞ宜しくお願い

申し上げます。

▼山本会長　笠井さん、鼓呂雲さん、会社訪問大変お世

話になりました。山陰委員長、本日の卓話よろしくお願い

します。写真有難う。

▼稲田副会長　山陰会員、本日の卓話よろしくお願いし

ます。

▼柏木副会長　笠井会員、鼓呂雲会員、見学ありがとう

ございました。山陰委員長お疲れ様でした。本日卓話よ

ろしくお願いします。写真有難う。

▼澁谷幹事　山陰委員長、卓話ガンバッテ下さい。写真

有難う。

▼佐野会員　四輪会3位入賞しました。

▼中西（啓）会員　例会欠席お詫び。

▼寺坂会員　工場見学欠席お詫び。

▼中川（將）・菅野・飯田・濵岡・新宮・宮川・児林・小谷・

大槻・平尾・曽家・川村会員　写真有難う。

▼山本（昌）会員　山陰職業奉仕委員長、平成最後の卓

話、令和に向って頑張って下さい！写真有難う。

▼中川（廣）会員　早退お詫び。写真有難う。

▼菅野会員　春の親睦旅行、お疲れ様でした。皆様御協

力ありがとうございます。

▼田中会員　山陰委員長、本日卓話宜しくお願いします。

▼吉本会員 八尾中央ＲＣ露原様、ようこそお越し下さい

ました。

▼津田会員　笠井さん、鼓呂雲さん、先週の会社訪問で

お世話になりました。

▼松井会員　皆様ご支援ありがとうございました。これか

らが本番です。

▼山陰会員　先週の職業奉仕委員会の事業にご参加あ

りがとうございました。笠井さん、鼓呂雲さん、大変お世話

になりました。本日卓話よろしくお願いします。

▼長竹会員　川田さん、お世話になりました。

▼野村会員　平成最後の例会になりました。令和になっ

てもよろしくお願いします。

▼西村会員　田中さん、念願だった竜宮城をありがとうご

ざいました。山陰さん、笠井さん、鼓呂雲さん、企業訪問

ありがとうございました。

▼富田会員　先週は会社訪問楽しかったです。笠井さん、

鼓呂雲健さん、ありがとうございました。特に遊覧飛行は

4/17　55歳の誕生日の良い思い出となりました。

▼福田会員　本日平成最後の例会です。みなさんよろし

くお願いします。

▼幡田会員　田中会員、小谷会員、ありがとうございまし

た。曽家会員、ご馳走様でした。平成最後のニコニコあり

がとうございます。良い事が有りました。

▼相馬会員　会員企業訪問、ドタキャンして申し

▼北野会員　鼓呂雲会員、八尾飛行場から初めて飛行

機に乗りました。ありがとうございました。楽しかったです。

写真有難う。

▼友田会員　懇親会楽しかったです。写真有難う。

▼竹中会員　笠井産業工場見学楽しかったです。お土

産までいただきお気遣いありがとうございました。写真有

難う。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

ニ　コ　ニ　コ　箱
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