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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング

●ゲストの紹介

　米山奨学生　ウアール，ミナ　ミネア

　アレクサンドラ様

●出席報告

●在籍表彰

　　在籍22年　菅野茂人会員

　　在籍19年　稲田賢二会員

●お誕生日御祝い

　　竹原信二会員・長竹　浩会員・

　　中島孝夫会員・中西啓詞会員・

　　相馬康人会員

●米山奨学金贈呈

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話　　「活動報告」

　　SAA委員長　北野和男会員

　　会員増強推進委員長　中川廣次会員

　　出席委員長　          山本隆一会員

　　親睦活動委員長　      吉本憲司会員

　　越中八尾委員長　      澁谷登志和会員

　　プログラム委員長　    川村健司会員

　　クラブ研修委員長　    井川孝三会員

　　クラブ広報委員長　    富田　宏会員

　　ロータリー財団委員長　大橋裕之会員

　　インターアクト委員長　大槻恭介会員

　　ローターアクト委員長　児林秀一会員

　　米山奨学委員長　      藤田隆司会員

　　クラブ戦略計画委員長　井川孝三会員

　　職業奉仕委員長      　相馬康人会員

　　社会奉仕委員長      　平尾貴英会員

　　国際奉仕委員長　      曽家清弘会員

　　青少年奉仕委員長　    吉田法功会員

●閉会　「点鐘」

第2880回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

ロータリーは機会の扉を開く  国際ロータリー 会長　ホルガー・クナーク
国際ロータリー　第2660地区　テーマ

BACK, To the FUTURE ～基本に戻って、未来へ～ 国際ロータリー 第2660地区 ガバナー 簡　仁一

ロータリアンらしく　八尾ロータリークラブらしく　会長　飯田　寛光
八尾ロータリークラブ テーマ



■卓話予告

6/9　６０周年記念例会　PM2:00～3:30

6/16 活動報告　

　　　　「１年を振り返って」　飯田寛光会長

　コロナ禍の中で何かできることはないかと八尾市立

病院への寄付を呼びかけましたところ、これまでに皆

様から数多くのご支援をいただいております。ありがと

うございます。

　引き続き6月4日まで受け付けておりますので、ご協

力いただける方はよろしくお願いいたします。

　さて、これまでシェルドンのサービス理念についての

お話をしてきましたが、今回で最終回とします。興味が

ある方は、「シェルドンの森を巡る旅」を読んでみてく

ださい。

　事業を発展させるためには、健全な労使関係を保つ

ことが必要です。それは経営者の責務でもあります。

経営者の、従業員に対する義務は、

１．適正な報酬を支払うこと

２．安全・福利厚生・社会保障・快適な生活を保証す

ること

３．教育の機会を与えること

です。

　また従業員の、経営者に対する義務は、

１．職場では最善を尽くして働くこと

２．過失を最小限におさえるよう注意を払うこと

３．会社の管理運営に協力すること

です。

　経営者が利益を独占するのではなく、従業員や関

係者に適正に再配分することが、継続的に利益を得

る方法なのです。かつての日本の伝統的な雇用体系

であった終身雇用制度や定期昇給制度なども、これ

に該当します。

　経営者と従業員がこの３種類の責務をお互いに果た

すことが、会社の発展につながるのです。

　キリスト教の黄金律は「すべての人にせられんと思う

ことは、他人にもその通りにせよ」。他にも論語やモー

ゼ、ブッダなどの言葉にも、同じような表現が使われて

います。黄金律は、人々を正しい道に導く正義の心の

原点を説いた道徳なのです。

　この黄金律をビジネスの世界に適用した言葉が、

シェルドンの「He profits most who serves best.」なの

です。

▼13日にIM第4組の会長エレクト懇談会がZoomで開

催され、田中会長エレクトに出席いただきました。

▼21日にIM第4組の会長懇談会がZoomで開催され、

飯田会長に参加いただきました。

▼22日に次年度のための地区会員増強セミナーが

Zoomで開催され、田中・新宮・山陰会員にご出席いた

だきました。

▼23日にRACの地区年次大会が開催されました。

▼28日に市民憲章推進協議会が開かれ、飯田会長

に出席いただきました。

▼6月9日に60周年記念例会を開催します。最終的に

どのような形で実施するかは、次週の例会時にご報告

します。

▼6月16日例会後、新旧合同のクラブ協議会を開催し

ます。

▼6月より、クールビズを実施します。

▼八尾市立病院に対する任意のご寄付を、たくさんの

方からお寄せいただいております。6月4日まで受け付

けております。

▼地区より、セミナーの案内が届いています。ロータ

リー希望の扉プロジェクトとして、29日には大阪大学の

石黒教授が講演されます。

幹　事　報　告
会　長　の　時　間



▼今西元会員からパイナップルをお送りいただきまし

た。こども食堂に寄付させていただきます。

▼倉内　雅寛　会員

　今月号にはＲＩ会長メッセージ、青少年奉仕月間の

特集記事などが掲載されています。

　また、バギオ基金についても紹介されています。この

ほか私のロータリー・モーメントのコーナーでは、当地

区の簡ガバナーが登場されています。

　これ以外にも、リモートの利点を活かしてホルガー・

クナークRI会長がクラブ例会などに参加された例など

も紹介されています。

▼ローターアクト委員会・田中　康正　副委員長

　23日にRACの地区年次大会が開かれ、八尾RACが

初参加ながら高い評価をいただきました。また個人で

も皆勤賞などをいただきました。

「私とお酒」

▼佐野　清　会員

　私の父もよくお酒を飲みましたが、私もお酒を良き友

として、これまで長年にわたって楽しんできました。

　今でも毎日お酒を飲んでいますが、お酒のおかげ

でこれまでに、いろいろな出会いやご縁をいただきま

した。

　45年ほど前の話ですが、北新地の小料理屋でのエ

ピソードをご紹介します。私は当時、お客様とよくこの

店に出向いていたのですが、いつもこの店に来られて

いる老紳士がおられました。

　この方はいつもカレイの煮付けを注文され、とてもキ

レイに食べておられました。

　あるとき声をかけてみると、応じてくれました。この方

は歯科医院を開業されている方で、私が歯ブラシを製

造していることを話すと、「ぜひ一度、医院にお越しく

ださい」とお誘いいただきました。

　訪問時、医院にあったブラシを見つけて「これは何

ですか」と尋ねると、当時アメリカで使われている歯間

ブラシというものだと教えてくれました。これが、後に当

社の主力商品となる歯間ブラシとの初めての出会いと

なりました。

　この先生から歯間ブラシについていろいろと教わり、

「これは日本でも商売になる」とその時にひらめきまし

た。後になって知ったことですが、この先生は予防歯

科では日本でも第一人者の方でした。これはお酒を

通した、良き出会いの一つとなりました。

　このほかにもまだ25～30歳ぐらいの頃から、私も飲

みに行くことが多くなってきました。最初はミナミの周

辺が多かったのですが、お酒を通してだんだんと相手

のことがわかってくるものです。共に飲んで相手を知る

ことは、とても大切です。

　私は同業者やバイヤーなどともよく飲みに行きました

が、お酒の席で便宜を図ってもらうよう依頼したり、商

売上の要求をしたり、ということはしない、というのが了

解事項でした。その上で、みんなが仲良くなり、人間

的なお付き合いができるよう、心がけていました。きれ

いに飲んで、きれいに払う、ということが大切だと思い

ます。

　次に、一番勉強になった銀座の店のことをご紹介し

ます。この店のお客様はVIPが多く、まだ若い私はい

つも店の隅の方の席に座っていたのですが、話を聞

いているだけでも勉強になりました。各分野の有名人

もたくさん、来店されていました。

　そしてこの店のママの対応も、大変勉強になりました。

このママからは「良いお酒を飲みなさい」と教わりまし

た。良いお酒は高いお酒だけど、良い話が聞ける、と

いうことです。

　反対に、あまりよくない飲み方をしている客は、ママ

から叱られていました。これには有名な方々もタジタジ

そ の 他 の 報 告

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

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 ▼ 富田　　宏　　副委員長 ▼ 菅野　茂人

になっていました。

　お酒にまつわる失敗も、これまで数え切れないほど

ありました。また後年、私は肝臓がんを患い、当クラブ

会員の佐々木先生に命を助けてもらいました。肝臓の

一部を切除しましたが、肝臓は再生できる臓器だそう

で、一部は新しい肝臓になり、若返ったようでますます

元気になりました。

　これからもお酒とは、大事に付き合っていきたいと考

えています。今でも毎日ビールや日本酒、ウイスキー、

ワインなどをいただいています。空き瓶があまりにたく

さん出るため妻から文句を言われることもあり、たまに

会社で処分したりしています。

　ホテルのフィットネスクラブでは、ジムとサウナへ行っ

た後、バーを訪れます。まずはトマトジュースを飲んで

から、ウイスキーをロックで３杯いただきます。４杯目は

出さないようにバーテンダーとも約束しており、私が

酔って４杯目を頼んでもストップしてくれます。

　彼は全国的にも優秀なバーテンで、同じお酒でも彼

の入れてくれるお酒はなぜか、他の人のお酒よりもお

いしいのです。それがプロの技なのか、と思います。

　それまではずっと外国のお酒を飲んでいましたがあ

る時、彼が竹鶴の21年を勧めてくれました。

　私の口に合いそう、ということで勧めてくれたのです

が、なるほど口あたりが良く、それ以来こればかり飲ん

でいます。このお酒は今では品薄になり入手が困難

になっていますが、これまでたくさん飲んでくれたから

ということで、なんとか供給してもらっています。

　お酒というのは、毒にもなりますし、薬にもなります。

気をつけて飲みたいものです。これからもお酒を楽し

みながら、スッとあの世へ旅立ちたいものです。

　ところでお酒は、飲み方によってその人の性格がわ

かるそうです。酔うとよくしゃべるようになる人は欲求不

満があったり、下ネタが多くなる人はコンプレックスの

塊だったりするそうです。

　自分の酔った姿はまわりの人から見られているし、評

価されている、ということを常に意識しながら、お酒を

楽しみたいものです。

▼飯田会長　佐野会員、本日卓話楽しみにしていま

す。

▼吉本副会長　６月９日、60周年記念例会です。

▼松井幹事　いよいよ、来月で今年度終了します。み

なさまご協力ありがとうございます。

▼野村会員　毎晩まっすぐ帰宅する毎日です。with 

コロナの生活に完全に慣れてきました。

▼小谷会員　ご夫人誕生日・誕生内祝い

▼平尾会員　誕生内祝い

■ 出席報告

月日

4/21

5/12

5/26

会員数

64

64

64

出席

37

29

34

うち出席規定
適用免除者

8

8

10

メーク
アップ

0

出席率

74.00％

58.00％

65.38％

確定
出席率

74.00％

2021-22年度
　ＲＩテーマ

ニ　コ　ニ　コ　箱
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