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     今週は  南   武  ＣＬＰ委員長（理事) 

どこで会っても やあと言おうよ 

見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ 

遠い時には 手を振り合おうよ 

それでこそ ローローロータリー 

♪♪今日の歌｢それでこそロータリー今日の歌｢それでこそロータリー」♪」♪  

  

小学校時代・・・ 

  私は４人兄弟の末っ子として生まれた。 

小学校時代はというと、終戦直後でもあり依然物不足に喘ぐ毎

日であったが、幸いにも少しばかりの田畑や山林を所有してい

たのでその手伝いが日課であった。収穫となればそれは格別

に楽しみなものであり、そしてわずかではあるが生活の足しにも

なった。 

 

 

社会人として・・・ 
 理工系の大学に進んだ私は電気工学を専攻した。 

 就職の時期となるが、求人先は当然電気企業が中心であった。 

 その中でひときわ変わった求人先が「日本中央競馬会」で、電算

化に伴う技術工の募集だったように思う。私は競馬には全く興味はなかったが受けてみることにした。それを父

に報告したところ、それはそれは猛反対され即座に断念する結末となった。 

  そんな私が自動車屋を創めるに至ったのは、当時メカ

ニックに興味を持っていたことと、親戚に同業を営む者が

おり比較的簡単に豊富な情報や知識を得ることができた

こと、それともう一つは『若気の勢い』だったと思う。 

 そして昭和４０年に粗末な修理工場をメンバー３名で開

業した。当時は社会的にまだまだ自動車の保有台数が

少なく、従って整備需要も乏しく苦労だった。 

 その後５０年代に入り、生産台数も順調に伸び続け業

界は潤った。 

 折りしもその頃に、予てからの念願だった日産自動車

の地区ディーラー権を取得する運びとなった。ブランド商

品を扱う店となれたことが本当に嬉しかった。そして、こ

のことが大きな礎となりこれを記念して社屋を新築し、現

在に至っている。 

 

   

これまでの４５年間、石油ショック、バブル崩壊、規制緩和と厳しい波は打ち寄せたがなんとか耐えてこれた。 

 とは言え今まさに起ころうとしているエネルギー革命への対応の遅れにはかつてない危機感を持っている。 

 しかしこれからどう変わろうとも、ロータリーの理念である４つのテストは私の座右の銘であり、社訓であることに

変わりはない。 

  

          社屋落成式 昭和54年頃 （中央が私） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   津田小学校3～４年生の頃 （先生の左２人目が私） 
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第第17441744回例会プログラム回例会プログラム  

                                       司会 山口(彰)SAA  

●１２：４０ 開会の点鐘                岩本会長                       

●友情と親睦の握手                  全会員 

●国歌斉唱                                          〃 

●ロータリーソング                    〃 

 「それでこそロータリー」                       

●お客様紹介                       親睦委員     

●幹事報告                         山口(尚)幹事 

●委員会報告 

 ・出席状況報告                           林（克）委員長               

●卓話 

｢「クラウドコンピューティング」を聞いたことがありますか」  辻村順一会員  

●その他   

 ・ニコニコＢＯＸ報告                  山口(彰)SAA 

●１３：３０ 閉会の点鐘                  岩本会長  

 

 ロータリー米山記念奨学事業とは― 

 全国のロータリアンからの寄付金を財

源として、日本で学ぶ外国人留学生に

奨学金を支給し、支援する国際奨学事

業です。 

 ・特徴１ 世話クラブ・カウンセラー制度 

 ・特徴２ 日本最大の民間奨学事業 

税制上の優遇措置について― 

 税制改正により所得から控除される寄付金の適用下限

額が5千円から2千円に引き下げられました。 

  

「米山月間にちなんで」  

          粟津直晶 米山奨学委員長   

村八分 

 

 最近嫌な事件を目にすることが多い。嘆

かわしい事だと思う。相手に対して徹底的

に最後のダメ押しまでやってしまう。生き

方にしろ、経済的にしろ、同じような現象

に出合ってしまう。最近読んだ本の中にこ

の様な事が書いてあった。 

 例えば村の約束事を確信犯的に犯した時

に、制裁をしなければいけない時。 

日本人の編み出したギリギリの知恵のあま

り適切な言葉ではないが、村八分！二分の

余裕を残すという所。その二分とはまず

水、水は断たない。もう一つは葬式、人間

の死に対する尊厳。 

 村八分にされた人間が、人間としての活

路を見出すよう厳しく、かつ温かい道筋を

つけてやる心の温かさが大切なのである。 

これが日本人の持っている心であろう。 

 会 長 通 信  先週の例会 

入会記念日祝 原正和会員おめでとうございます！ 

卓  話 
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卓  話 

 

日本はなんと27位でした。この結果には円高のデフレ

や政治など、様々な原因があると思いますが、グロー

バルスタンダードとなったIFRS(国際会計基準)導入へ

の遅い対応も原因のひとつではないかと思います。 

日本の企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した「我

が国における国際会計基準の取り扱いに関する意見

書(中間報告)」によれば、2012年頃にIFRSを強制適用

(つまりアドプション)するかどうかを最終決定し、もし強

制適用を決定した場合には、3年間の準備期間後、

2015年または2016年からは強制適用するそうです。 

IFRSを導入すると、企業内部では会計実務はもち

ろん、販売、人事、生産管理、固定資産管理、企業の

業績管理などといった業務やシステムなどに広範な影

響が及ぶと思われます。影響の程度が大きければ大

きいほど金額的・時間的な負担につながるはずです。

そして、外部的には企業の価値も再評価されるおそ

れもあります。 

したがって、準備期間として与えられる3年という時

間内、企業にIFRS導入を成功裏に導くためには、

IFRSの導入は単に経理部門だけの問題ではなく、企

業の様々な部門にかかわる全社的な問題ととらえる経

営者の認識転換のうえ、IFRSの導入が与える影響を

詳細に把握し、企業の主要関連部署の理解と協力に

基づいて進めていかなければなりません。 

「国際会計基準の導入と課題について」  

     2010年度米山奨学生  李侖錫 様   

 世界の各国はそれぞれ独自の

会計基準を持っています。しか

し、世界の経済が発展し、グロー

バル化されていくなか、それぞれ

自国の会計制度のみでは、企業

経営活動や経済のグローバル化に対応することがで

きなくなりました。その理由は、企業の経営活動に必

要な利害関係者はすでに国際化され、会計情報の開

示を要求する世界各国の利害関係者の場合、自国と

異なる会計基準で作成した会計情報を把握すること

は難しいからです。したがって、今日、国際会計基準

は利害関係者とのコミュニケーションを取る大事な手

段になり、世界の各国は統一された会計基準を採用

すべき時代となりました。 

それでは、日本はこのような流れに適切な対応をし

ているでしょうか。 

 世界各国の「経済パフォーマンス」、「政府の効率

性」、「企業の効率性」、「インフラ」などの項目ごとに世

界各国を詳しく分析し、経済競争を勝ち抜ける体制が

整っているかどうかを基準にして順位をつけた「2010

年国際競争力ランキング」によると、主要先進国である

 今週のパシャ！ 

 

  

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先日、「株式会社大阪螺子製作所75周年記念式典」によ

せていただきました。はじめに会長の挨拶があり、７５年の

歴史の中での苦労話など大変感動し、自分自身にために

なるお話を聞かせていただきました。 

 また、社員の皆様にはおもてなしの心をもって警備・誘

導・案内・説明などをしていただき、本当に気持ちの良い

75周年でした。最後の締めの挨拶を行った西田君（写真）

良く勉強され、緊張もせず立派な挨拶でした。 

                         多田利生 会員 

 

5RC親睦ゴルフ大会 

2010.10.16(日) 於：交野カントリー倶楽部 
 秋晴れのゴルフ日和の中、恒例の親睦ゴルフ大会

が開催されました。結果は下記のおとりです。 

 
個人戦                OUT  IN ｸﾞﾛｽ  HDCP NET 

 優勝 山口伊太郎（くずは） 43  44  87  16.8  70.2 

 2位  大東 将啓（枚  方）  38  36  74   3.6  70.4 

 3位  原田 武夫（くずは）  45  48  93  21.6 71.4 

 
  団体戦  

 優勝  くずはRC    360.00  

 ２位  枚方RC    366.40 

 ３位  交野RC    376.00 

 

 

 

 

 

 

優勝 おめでとうございます！ 
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第１７４３回例会出席報告（10月13日） 

会員総数 出席者 出席率 

６０名 ３７名 ７１．５４％ 

    第１７40回例会補正後出席率    ８７．０４％ 

メーク ８名  欠席  ７名  除外 ６名 
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10/27 

(水) 

・卓話 重田惠年会員 

10/29

～30 

・地区大会 

11/3 

(水) 

・文化の日 休会 

11/10 

（水） 

・卓話「財団月間にちなんで」川島財団委員長 

・IMのPR 寝屋川RC 

・定例理事会   ・100万ドルランチデー 

○本日の配布物 

 ・卓話資料（辻村会員） 

○本日の回覧物 

 ・留学生による日本語作文コンクール入賞作品集 

○地区行事等出席報告 

 10/15 IM担当者会議               初木 

 10/17 米山リクレーション宝塚        林(宏) 

 10/19 幹事会                山口(尚) 

○地区行事等出席予定            

 10/23 財団委員長会議            川島 

 10/29～30 地区大会 

 11/13 守口イブニングRC10周年式典   

                      岩本、山口(尚)  

ニコニコ箱 合計 ¥15,000 累計  ¥420,000 

 ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊保護司として責任重大な大役を受けてのよろこびに 

                              高島叔孝 

＊卓話を終えた喜びと米山寄付にご協力 

 いただいたお礼に。ありがとうございました！ 粟津直晶 

今後の予定  報告事項 

お 知 ら せお 知 ら せ  
「職業奉仕委員会からのお願い」 

 

 枚方市をはじめ各種の研究会等において、会員各

位の職業(専門)分野について、紹介する機会を設け

たく思います。つきましては、紹介希望者は下記内容

を事前に登録して頂きたくお願い申しあげます。 

 なお、登録先は市教育委員会と生涯学習センター

になります。 

 ① 職業分類 

 ② 会員氏名 

 ③ 勤務先 

 ④ 授業内容(具体的な業務内容の紹介、 

                       テーマなど)      

   

        職業奉仕委員長  北村 隆 

文化の日(祝日) 

幹事会 

            2010年  １０月～11月 

月 火 水 木 金 土 日 

10/18 19 20 21 22 23 24 

       

25 26 27 28 29 30 31 

       

11/1 2 ３ 4 5 6 7 

       

地区大会 

例会

例会

財団委員長 
会議 


