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奉仕の理想に 集いし友よ 

 御国に捧げん 我等の業 

望むは世界の 久遠の平和 

 めぐる歯車 いや輝きて 

永久に 栄えよ 

 我等のロータリー 

♪♪今日の歌｢奉仕の理想」今日の歌｢奉仕の理想」♪♪ 

 

 

   「くずはロータリークラブ会員による…私の履歴書私の履歴書」 
   このコーナーは他の会員に対して自分をアピールする場と考えています。 

   「私はこんな人間」「ロータリーでの忘れられない思い出」などなんでもOK。 
 

      今週は      日野 守之 会員 

 

 もしかして！ 
 昭和３８年２月５日に枚方で生まれたのですが、出産の時のエピソードがあります。 

 出産前のことになりますが、一卵性の２子として母親のお腹の中にいたときに、当時の市民病院の先生がお腹の中の私

たちを女の子であると判断し両親に伝えました。両親は、既に女の子を２人出産しており、特に父親はどうしても次の子供

は男の子でなければという思いがありましたので、間違いなく女の子であるならば諦める、しかも２子だったらいらないと言

い切っていたのです。しかし、母親は子供を授かったのも縁であるので諦めないで絶対に生むと父親を説得したのです。

４月出産予定の私たちが生まれたのは、早産で２月に生まれました。あら大変、生まれてきた２人におちんちんが付いて

いたのです。一番驚いたのは、勿論両親でありますが、もう１人は女の子と言い切った市民病院の産婦人科の先生です。

早産のため未熟児で生まれましたが、私たちを生んでくれました母親に感謝しております。また、出産間近のことですが、

市民病院の院長から相談があり、私には子供が居りません。もし、叶うのであれば双子の子のどちらか１人を私に譲って

下さいと申し出があったそうです。突然のこととこんなこと無いでしょうで両親はびっくりしましたが、迷うことなく断ったので

す。今考えると、その時どちらかを先生に譲っていたら、物事の分別が付き成長したある日、突然街中で２人が遭遇したら

と考えると、ドラマのような世界になっていたのかなと今でも想像するときがあります。 

 

双子って損か得か？ 
 双子で生まれて良かったことと出来たことは、友達がいなくてもキャッチボールをする相手や遊ぶ相手が常にいてる。

運転免許証がどちらか一枚あればＯＫ（本当？）。授業時間前にクラスを変わっても先生は判らない。ラグビーの試合で、

審判と相手チームに、君足が速いなと褒められた（ポジションが別）。 

 困ることは、相手の知り合いに声をかけられ困る（逆に相手も装であります）。小さい時に、前から歩いてきた同じ年くら

いの子供に、うわ！こいつら双子やと、よく言われたこと等、挙げていくときりがありませんが、どちらにせよ双子で良かっ

たなと思います。 

 

とっても、健康優良児！ 
 未熟児で生まれた２人ですが、幼稚園・小学校・中学校・高等学校と、とても健康で過ごし皆出席で義務教育と高等学

校を終えました。幼稚園卒業までは、枚方市駅駅前のサンプラ座ビル(１階にパチンコ店のある)の所に住んでおりまして、

小学校から今の会社のある山之上に引っ越しました。小、中学校では、野球をしておりましたが平凡な選手で目立つこと

もなく月日が過ぎました。高校に入り、何故か理由もなくラグビー部に入部しラグビーの楽しさに夢中になっていきました。

高校１年の夏前には、レギュラーを獲得しスクラムハーフのポジションを頂き、高校３年間大きな怪我もなく過ごせました。 
 

社会人なるとき 
高校も卒業間近になってきたときのことです。以前より、ラグビー推薦の大学と理数系の大学の推薦の話を頂いており、

どちらかに入学する方向で考えて居りましたところ、私の父親が大病を患い入院をしました。父親が、入院するなんて想

いも因らないことでありましたが、病院に行き病室で床に伏せている父親から、「俺はもうだめかもしれない、後は会社のこ

とも含めおまえがしっかり頑張ってほしい」 

言われ大学は諦め、家業を継ぐ方を選び現在に至っておりますが、父親は今でも健康であります。 
 

すばらしい団体の出会いと家族！！ 
 日野家に、新しい家族が増えたのは昭和６１年のことです。以後２５年振り返りますと、青年会議所から始まり、現在の

ロータリークラブまでと各種団体と共に家族も大きく関わっていたのかと思います。そして、今年から二人の子供達も社会

人になり、夫婦で第２の人生を歩んで行こうと思っております。 

 また、私の人生を大きく変えたのは、結婚した年に入会した青年会議所でありました。当時、親同士も仕事で知り合いで
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第第176176８回例会プログラム８回例会プログラム  

 
                                         司会 林(克)副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 「奉仕の理想」          〃                    

●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                          中谷副委員長          

●「定款改定報告」                   駕田規定審議会委員長 

●新旧合同委員会      

●その他  

 ・ニコニコＢＯＸ報告                 林(克)副SAA 

●１３：３０ 閉会の点鐘                 岩本会長 

●本日の会合＜定例理事会＞ 

 会 長 通 信 

 この連休を利用して大切な方と天草にゴルフに行っ

て来ました。 

 行く前にちょうど安部龍太郎さんの葉隠物語、天草

四郎と鍋島光茂の島原の乱を読んでいた所で大変

参考になり、楽しく旅して来ました。 

 熊本まで3時間の新幹線です、早いものですね。 

 その列車の中の読物に、又私の大好きな国文学

者、本居宣長の事が書いてある記事がありました。 

 彼の有名な歌に「敷島の大和心を人とはば 朝日に

におう山桜花」とありますが、彼の心の本音の所には

食事に対する自然への感謝の気持ちを表した歌もあ

る事を知りました。 

 食物が実って日々の食事が出来るのは、伊勢神宮

内宮に天照大御神が祀ってあり、外宮には豊受大御

神が祀ってあるおかげと読んでいます。 

 「朝宵に物くふごとに豊受の  

           神のめぐみを思へ世の人」 

 昔、私の田舎の山口県で隣近所の御百姓さんが

朝早く朝日の昇る時、お日様に向かって手を合わせ

ておられたのをこの旅で思い出させてくれた事。 

 彼が言いたい事は色んな人の心が後に代々続く

事、又受け継いで行き、いかせる事が重要なのです

と！素晴らしい思い出の旅でした。 

 それと道の駅で「はったい粉」を買って帰って懐かしく

女房と二人で食べたことです。 

 昔の味、香り、いいね～と二人で顔を見合わせて満

足しています。 

 
ありました國田会員の紹介で入会し、様々な地域貢献や社会勉強をさせていただいた結果、現在の自分がある

と確信しております。このような良い流れは変わることなく、宮田会員とまたもや國田会員の紹介でくずはＲＣ入会

させて頂き、すばらしい皆様とお知り合いになれたことに感謝し、若輩者では御座いますが今後とも、皆様にはご

愛好賜りますようお願い申し上げます。 
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「ロータリー雑誌月間にちなんで」              広報委員長 西田 英夫 

  

①「ロータリーの友」の目的 

   同誌はロータリーがその組織の中で、主張や主旨・宣伝等のための雑誌である。 

つまり「機関紙」としての役割を果たしています。 

   つまり、同誌の主たる目的は、ロータリアンの「情報の共有」となっています。 

    ちなみに「Rotary世界と日本」などの雑誌は、ロータリーの活動に賛同した人が

ロータリーに参加するきっかけ、つまり広く大衆に知らせる「広報誌」としての役

割を担っています。 

 

② 「３つの不足と１つの無駄」 

  1. 社内のコミュニケーション不足 

  「何を」「いつまでに」「誰に」伝えなければならないかを、社員が認識しなければ、肝心なことを必要なときに、 

 伝えるべき相手にきちんと伝える事ができない。 

2. 経営者・社員の社外情報の入手不足 

  顧客のニーズを知らずに商品を開発したり、営業を行っている。 

  (顧客のニーズを知りたくても、上手く聞き出す方法を知らない。あるいは、聞き出す意識が無い) 

3. 社員の問題意識の不足 

  問題があるのに気づかない。「社内コミュニケーション不足」が問題であることもわかっていない。 

  「しがらみ」や「過去の経験則」が問題提起の妨げになっている。 

4. 社員の行動及び業務内容の無駄 
    これも「しがらみ」や「過去の経験則」から社員が勝手に不要な「仕事」や「作業」を作る。 

    また、そのやり方や行動が正しいと信じて疑わない。 

 

③「情報の共有」の重要性 

  情報の共有が如何に重要であるか、企業活動を例にご説明します。 

 

 
 

 

電販売業界の事例 

 次に市場規模7兆円といわれる家電販売業界の事例からその重要性を紹介します。 

 コジマなど少数の大型家電量販店が、市場の70％を占めるまでに成長し、昔ながらの「町の小規模電気店」 

はその役割を終えたかに見えたが、一部の小規模電気店は連携し、購買をひとつに集約することで仕入れ価格 

を下げ、大手に対抗しています。その店舗数は既に887店舗にのぼります。 
 

 小規模電気店の集団は、大手に対抗できる(利益の出る)体制にするために「企業は仕組が全て」であると考

え、正しい仕組＝分相応＝体に合わせる事を加盟店全ての「共通の認識」し、また「共通の情報」を共有する

ことで大手に負けない組織を作っています。 

 

 彼らの行動・判断基準のキーワードは、「クジラは太平洋、雑魚はイソベで」を共通認識としています。 

この共通の認識から生まれる又発信される情報を共有することで887店舗が歩調を合わせ行動し大手に対抗する

大きな力の源になっています。 

 

 最後にいかなる企業・団体・組織あるいは家庭であっても、全ては人間活動の集大成であり、人間活動であ

る以上「情報の共有」こそが、物事を円滑に進める“鍵”となるのではないか？と考えます。 

情報の共有が上手く… 機能している会社 機能していない会社 

社員のモチベーション 高い 低い 

社員の会社への関心度 お互いの動向に関心がある 無関心でお互い疑心暗鬼 

社員意識 自ら目標を設定し達成する意識が高い 仕事をさせられている感が強い 

卓   話 



Weekly Club BulletinWeekly Club BulletinWeekly Club Bulletin「ロータリーは家族」「ロータリーは家族」「ロータリーは家族」   

第１７６７回例会出席報告（４月２０日） 

会員総数 出席者 出席率 

５８名 32名 60.38％ 

    第１７6４回例会補正後出席率 71.70 ％ 

メーク 2名  欠席 15名  除外 5名 

    お客様  田中商人様（大阪大手前RC） 
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KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

5/18 

（水） 

・クラブフォーラム 

 次年度役員（地区協議会出席報告） 

・被選理事会 

5/25 

（水） 

・卓話  林克彦 会員 

・歴代会長幹事会 

6/８ 

（水） 

・卓話  原田武夫 会員 

・被選理事会 

6/1 

（水） 

 

・卓話  稲田博旭会員 

・定例理事会 

・100万ドルランチ 

○本日の配布物 

①ロータリーの友５月号   

②ニコニコキャンプのご案内 

③2010年規定審議会改定内容 

〇本日の回覧物 

①ガバナー月信５月号 

②秋のライラ報告書 

③ロータリー財団GSEスリランカ」派遣団員募集 

〇行事等出席者 

4/23 2011-12年度のための地区協議会 

   山口(伊)、初木、三木、北川、畠仲、 國田、日野 

   中野、林(宏)、金森 

4/26 IM3組幹事会               山口（尚） 

5/6 第6回地区研修委員会             金森 

5/10春の交通安全運動啓発パレード 

    初木、駕田、北村、小西、南、源本、岡山、高島 

      上野、山口(尚)、山本(正)、山中、國田、上山 

5/11 春の交通安全樟葉駅早朝キャンペーン 

    原田、初木、日野、岩本、北川、北村、國田、南 

    三木、源本、高島、上野、山口(尚)、山本(正)    

〇行事等出席予定 

5/17豊かな環境づくり大阪府民会議        初木 

6/4 会員増強セミナー                 

今後の予定  報告事項 

 

＊RI日本事務局経理室より 

ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ ５月  １＄＝8２円 

  ５月５月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

宮田 明 会員（H 2年） 

嶋田愛親 会員（H21年） 

 
 

  

おめでとうございます！ 

５月５月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

 林 宏毅 会員（  ３日) 

 原 正和 会員（  ５日) 

 橘喜久夫 会員（１１日） 

 木﨑信也 会員(１５日） 

 駕田 毅 会員（２７日） 

 今西義人 会員（２８日） 

ニコニコ箱 合計 ¥5,000 累計   ¥932,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊出席免除の許可を頂いてのお詫びに  吾郷泰廣 

100万ドルランチ 
定例理事会 例会

歴代会長・幹事会 

例会

100万ドルランチ 

被選理事会 

月 火 水 木 金 土 日 

9 10 11 12 13 14 15 

       

16 17 18 19 20 21 22 

       

23 24 25 26 27 28 29 

       

30 31 ６／１ 2 3 4 5 

       

例会 定例理事会 

            201１年  ５月～６月 

例会


