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国際ロータリー テーマ

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」

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

for the team 全てをクラブの為に

八尾ロータリークラブ テーマ

第2813回

例会 プログラム

会長 山本 勝彦

●閉会 「点鐘 」

●開会 「点鐘」
●ロータリーソング 「それでこそロータリー」
●ゲストの紹介

■卓話予告

一般社団法人倫理研究所法人局スーパーバイザー

4/17 「会員増強について」

ゴイク電池㈱ 代表取締役 田畑 章様
岡 巌様
畑中 一成様

地区クラブ奉仕・拡大増強委員会委員長
藤井眞澄様（大阪南ＲＣ）
4/24 職業奉仕委員会 山陰恭志委員長

●ビジターの紹介

5/8

大阪フレンドロータリークラブ 会長 山本 富造様

（大阪矯正管区 矯正就労支援情報センター室）

幹事 高田 利美様

法務省コレワ－ク西日本

室長 高須賀 英治様

●出席報告
●ロータリーの友紹介
川村 健司 会員

会 長 の 時 間
昨日は八尾ライオンズクラブとのゴルフコンペが、

●その他の報告

盛大に開催されました。ご参加いただきました皆様、

●会務報告 「会長の時間」「幹事報告」

ありがとうございました。両クラブから、たくさんの会

●SAA報告 ニコニコ箱

員が参加されました。

●卓話

「常にゼロからの経営ゲーム」
〜スタートアップへ挑戦〜
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さて、新しい元号が令和に決定いたしました。今
までは中国の古典からだったのが今回、初めて日
本の文書からとられたそうです。初の国産、というこ
とで、喜ばしいと思います。
幹事 澁谷 登志和
例会日 毎週水曜日 午後０時30分－午後１時30分
例会場 八尾商工会議所３Ｆ
創 立 1961（昭和36）年3月28日

４月は、母子の健康月間です。山本ガバナーもガ
バナー月信でふれておられますので、ご一読くださ
い。そして今月のガバナー月信には「わがクラブ紹
介」ということで、当クラブが掲載されています。
僭越ですが、私が文章を書かせていただきました。
広報委員会による駅貼りポスターも紹介させていた

そ の 他 の 報 告
▼ゴルフ部・大槻 恭介 部長
昨日、宝塚GCで八尾ライオンズクラブと初めての
コンペを開催しました。北野会員がベストグロスでし
た。来年も開催しようという話も出ておりますので、
皆さんしっかり練習して臨んでください。

だいております。他のクラブからも反響があり、八尾
クラブをアピールできたのではないか、と思っており
ます。

卓

話

「小林一三翁と宝塚歌劇」
▼阪急電鉄株式会社 名誉顧問 大橋太朗 様

幹

事

報

告

本日はお招きいただき、

▼3月27日、こども食堂に柏木副会長、大槻会員と

ありがとうございます。

私で参加させていただきました。

以前は私もRCに在籍して

▼4月4日に四和会が開かれ、新旧の会長、副会長、

おりましたが、阪神淡路

幹事と事務局で出席します。

大震災で当社が甚大な

▼5日にロータリー賞申請の説明会が行われ会長、

被害を受けた時、退会を

相馬会員、事務局に参加いただきます。これに伴

余儀なくされました。その

い、事務局は午後2時頃から外出となりますので、

後、入会の機会を失い今日に至っております。

何かあれば幹事までご連絡ください。
▼6日に金光八尾高校の入学式が行われ、柏木副
会長と私で出席します。
▼本日例会後、理事会を開催します。

本日は久しぶりのロータリーの例会で、懐かしく思っ
ております
今日の卓話では、小林一三の考え方を少し、ご紹介
できればと考えております。
一三は明治6年に山梨で生まれました。1月3日生ま

還 暦 の お 祝 い
▼飯田 寛光 会員
お祝いをありがとうござ

れで、そこから「一三」と名づけられたそうです。小林
家は豪商で、経済的には恵まれた家庭に生まれまし
た。

います。還暦を迎えたと

しかし早くに母が亡くなり、その後、婿養子の父は離

ともに、大腸がんで生死

縁されました。家庭環境としては両親がおらず、恵ま

の境をさまよってから15

れなかったと言えるでしょう。

年になります。
当クラブには上品で

一三は15歳で東京へ出て、やがて慶応義塾に入り
ます。もともとは小説家志望だったのですが、新聞社

美しく年を重ねておられる先輩が数多くおられます

に入ることができず、やむなく先輩が多くいる三井銀

ので、自分でも還暦からどう生きようか、考えており

行に入りました。

ます。
先輩方のように、格好良く美しく年を重ねられるよ

三井銀行時代の大阪勤務がきっかけで、阪急との
縁ができてくるわけです。新設される証券会社の支配

う頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしく

人になるため一三は三井銀行を退社したのですが、

お願いいたします。

日露戦争後に相場が反動暴落したことで設立ができ
なくなりました。
そこで阪急の前身となる箕面有馬電気軌道の創立
に参画することになり、専務取締役に就任したのです。

一三は、昭和32年に84歳で亡くなりましたが、はじめ
から鉄道事業をやろうと思っていたわけではありませ
んでした。
関西の民鉄では南海、阪神、京阪が阪急よりも先に
創立されています。阪急は当初、宝塚と箕面まで運行
していました。宝塚には小さな温泉があり、箕面には
滝があります。
しかしそこを訪れる客数には季節の変動があり、年
間を通しての乗客があまり見込めませんでした。そし
て結局、「需要を創り出さねばならない」と考えるように
なります。
一三は、需要を自ら創り出すアイデアマンでした。電

ディア戦略を考えた経営者とも言えます。
明治44年に宝塚で新温泉を開場し、翌年にはプー
ルをオープンしました。しかしそのプールが失敗し、
プールを劇場へ転用したのです。これを新温泉の余
興に利用します。
三越呉服店の少年音楽隊をヒントに、宝塚唱歌隊を
12歳から17歳の少女20人で結成しました。目指したの
は「理論から離れ平易なものに」ということで、誰でも楽
しめるような大衆演劇です。
一三は「私は音痴だが、商売的鑑賞術は心得あり」
という言葉も残しています。三越の少年に対し、少女
のみなら宣伝効果満点だと考えたのです。

車の経営が苦しいときに、住宅を売ってしのいだことも

宝塚にはやがて動物園や植物園もオープンし、日

ありました。「良いものを安く」そして「現金主義」という

帰り可能なレクリエーションゾーンとなっていきます。こ

考えでしたが、住宅では月賦販売もしました。これは

れが後の、宝塚ファミリーランドとなっていくのです。

当時としてはユニークな販売方法でした。

宝塚歌劇は「ベルサイユのばら」の大ヒットなどを経

当時の住宅は賃貸が主流でしたが、一三は「10年

て、平成26年には公演開始100周年を迎えることがで

ローンなら、少なくとも10年は住んでくれるだろう」と考

きました。現在105年目ですが、昨年の年間観客動員

えました。その間に子どもも生まれ、まちにも愛着が出

数は277万人で、阪神タイガースに並ぶ規模にまで

てくるはず、と考えたのです。

なっています。海外公演もこれまで27回行っています。

もう一つ、一三は「女性尊重の人」でもありました。幼
くして母を亡くし、母をほとんど知らないことも影響した
のでしょう。当時から女性も顧客として位置付け、女性
をターゲットにしたイベントもたくさん企画しました。
阪急には「五戒」という社訓のようなものがあり、昔は

これからも「清く正しく美しく」をモットーに、公演を続け
てまいりたいと考えています。
このほか池田市の自宅跡は現在、「小林一三記念
館」として公開されています。ぜひ一度、お立ち寄りく
ださい。

給料袋にも印刷してありました。内容は「幸福は御乗
客の賜なり」「御乗客を大切にすべし」など、お客様へ
の感謝を第一にうたっています。

ニ コ ニ コ 箱
▼山本会長 大橋様、本日の卓話よろしくお願い申し

一三は住宅開発や遊園地、新温泉、野球場、ターミ

上げます。昨日の八尾ライオンズクラブ様との親睦コ

ナルデパート、ホテル、劇場、学校の誘致など、私鉄

ンペに多くの皆様の参加を頂き誠にありがとうございま

経営のビジネスモデルと言われる手腕を発揮します。

した。在籍内祝い。

野球では大正4年に豊中で、今の甲子園での高校

▼柏木副会長 大橋様、本日の卓話よろしくお願い致

野球の前身となる第一回「全国中等学校野球大会」を

します。新元号「令和」なじんでいきたいです。少し良

開催しました。ほかにも池田室町住宅や箕面遊園地

い事がありました。

など、いろんなことを試みました。これら一三の行った

▼澁谷幹事 飯田さん還暦おめでとうございます。大

事業の基盤は、あくまでも「大衆」でした。

橋様、卓話楽しみにしています。

もともと小説家志望だったこともあり、キャッチフレー

▼中西（啓）・長竹・宮川会員 例会欠席お詫び。

ズもいろいろと考案しました。「きれいで早うてガラアキ

▼中川（將）会員 昨日は八尾ＲＣと八尾ライオンズク

で、眺めの素敵に良い涼しい電車」とは、神戸線開通

ラブの交流ゴルフお世話になりました。残念ながら交

時の新聞広告の文句です。一三は、日本で初めてメ

流戦第一回は負けましたが、一人北野さんがベスグロ

今後の予定
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規定審議会
報告会

会員企業訪問

会員増強
セミナー

春のRYLAセミナー
（～29日）

青少年奉仕月間

月

母子の健康月間

月

を出して気を吐いていただき、八尾ＲＣの面目を保っ

▼幡田会員 いつもニコニコありがとうございます。良

ていただきました。

い事が有りました。

▼中川（廣）会員 良い事が有ります様に。

▼相馬会員 ポスター第三弾、4月23日から5月6日ま

▼宇野会員 在籍１６年いました。今後共よろしくお願

で近鉄八尾駅にて掲出することになりました。再来週の

いします。

例会にて皆さんにご覧いただきたいと思っております。

▼飯田会員 誕生内祝い。

▼藤田会員 いつもニコニコありがとうございます。新

▼田中会員 大橋会長、本日、卓話宜しくお願いしま

元号 令和に決まりました。令和になっても宜しくお願

す。お忙しい中、来て頂き感謝します。在籍内祝い。

いします。

▼濵岡会員 本日の卓話楽しみにしています。

▼北野会員 八尾ライオンズクラブとの合同ゴルフコ

▼松井会員 痛風によりスリッパで失礼します。ぜいた

ンペで準優勝出来ました。クラブ対抗の成績は惨敗で

くはしておりません。誕生内祝い。

した。次回又、頑張ります。

▼吉田会員 在籍内祝い。
理事会議事録

▼野村会員 期日前投票行ってきました。若い人はほ

日時２０１９年４月３日（水）

とんどいませんでした。ご夫人誕生日。

承認事項

▼小谷会員 遅刻お詫び。例会欠席お詫び。
▼福田会員 新年号 令和 大好きな和歌山の和、北

1.議事録承認事項

野会員の和男の和、そして八尾ロータリークラブの和

2.会計報告

ですね。

3.出席規定適用免除者（北野会員）の件
4.春の親睦旅行の件

■ 出席報告
うち出席規定
メーク 確定
月日 会員数 出席 適用免除者 出席率 アップ 出席率
3/20

62

45

17

77.59％

3/27

62

43

12

81.13％

4/3

62

44

14

80.00％

八尾ロータリークラブ会報

4

84.48％

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

クラブ広報委員会

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

