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第１９２４回 例会  
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2014～15年度 クラブテーマ 

『和を以て貴しとなす  』 

今後の予定 

９月１０日（水） 

・卓話「定款について」 

 平尾公介 会員 

 

９月１７日（水） 

・外部卓話 

大阪府枚方警察署生活安全課 

 課長 香川純也 様 

 

９月２４日（水） 

・卓話 小林正彦会員 

・40周年実行委員会 

 例会プログラム      ９月「新世代のための月間」     

●12:30 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●国歌斉唱 

●ロータリーソング 

   「奉仕の理想」 

●お客様紹介 

●お食事・歓談 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告ほか 

●３分間スピーチ 

   原 正和会員 

●卓話 

「新世代の為の月間に因んで」 

  田中一眞  青少年奉仕委員長 

「ボーイスカウト活動報告」 

 日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大阪連盟 

 北大阪地区枚方第17団 

 団委員長 田端興人様    

●その他  ・ﾆｺﾆｺBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合（敬称略） 

＜定例理事会＞ 

原田、小北、北川、上山、岡山 

國田、白井、宮田、初木、林宏

毅、田中、稲田、源本、米田 

＜40周年式典祝賀会部会会議＞ 

 畠仲、川島、多田、稲田、日野 

 國田、山口尚志、宮田 

「 奉仕の理想 」 

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 

おめでとうございます！ 

９月入会記念日 

 小林正彦会員（H14年） 

 米田 勉会員（H14年） 

 日野守之会員（H16年） 

 源本将人会員（H17年） 

９月お誕生日 

 源本将人会員（3日） 

 初木賢司会員（4日） 

 北村 隆会員（11日） 

 上山芳次会員（18日） 

 山中 卓会員（30日） 

３分間スピーチ 

９月10日 稲田義治会員 

９月17日野球同好会 

９月24日岩本昌治会員 



【 会長の時間 】  

 皆さんこんにちは。毎日、雨が降り続き、ゲリラ豪雨であったり、予測で

きない悪天候の1週間でしたが、いかがお過ごしでしたか。 

 先週、例会終了後気仙沼南ロータリークラブを訪問して参りました。 

 思い起こしますと、2011年震災の起こった年に訪問した1回目は、目を

覆うような惨状でした。2回目は大量に排出された瓦礫の分別作業がされ

ていました。3回目には港の復興が進んでおり、そして4回目訪問した際

は、漁船の入港の多さに復興の確かなる兆しを感じ取り、大変驚かされま

した。そして、今回が5回目となりましたが、地盤を５ｍから９ｍに嵩上げす

る造成工事が進んでおりました。ですが、全体を見渡してみますと、まだ

まだ復興の入口に立ったばかりのようにしか見えません。 

 商工会議所の方の話では、人口は確実に減少しているのが被災地に

住民票を置いたままの方がほとんどなので減少人数の把握はできていな

いとの事でした。 

 また、他県からの船も数多く入港し、漁獲高は少しずつ増えているそう

です。ですが、水産加工場がまだ再建されていないために水揚げされた

魚をそのまま出荷しなければならない生出しの状態ですので、付加価値

をつけて加工販売をすることができないのが現状だそうです。 

 気仙沼ロータリークラブとの例会の前に４０周年の打合せをさせていた

だきました。支援金は教育及び教育環境の整備に使用される予定だそう

です。例会で、今年の支援金をお渡ししてきました。これも教育関係に使

わせて頂きますとのことでした。我々の支援に対して、大変感謝されてお

られました。会員の皆様にくれぐれもよろしくお伝えくださいとの事でし

た。 以上で会長の時間を終わります。 
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原田 武夫 会長 

 

 北河内柔道大会開会式のお知らせ  

 ●日時 ：９月２１日（日）午前１０時～  

 ●場所：交野市総合体育館（交野ドーム） 

     交野市向井田2-5-1   

  ☆参加ご希望の方は委員長田中まで！ 

 

 

  

ゴルフ同好会からのお知らせ 

 本年度最初のゴルフコンペを開催します！ 

 ●日時 ：９月１２日（金）午前９時  OUTｽﾀｰﾄ 

 ●場所：田辺カントリー倶楽部  

 ●会費：5,000円 

 ☆皆様のご参加をお待ちしております！ 

  おめでとうございます！   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古稀之御祝 金森市造会員 
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 ○入会当時 

  ・26年前、今のように携帯もなく当時はポケットベルの時代 

  ・スポンサー故中川会員に「一年間は黙って例会に出席しなさい」と言われる 

  ・当時のロータリーは人物を厳しく判断されることもあって入会は1年後となった  

 ○クラブ生活の楽しみ 

  ・ロータリーは生活の一部としてとらえる 

  ・年長、若小を度外視しての親睦 

  ・先輩に対する交流、和気藹々、楽しいロータリーライフ  

 ○ロータリークラブの目指すもの 

  ・目的 ①知り合いを広める事 ― 奉仕の機会とする 

       ②商業倫理基準を保ち役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し 

        社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものに 

        すること 

       ③一人一人が個人としてまた事業及び社会生活において日々、奉仕 

        の理念を実践すること 

       ④奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際 

        理解、親善、平和を推進すること 

        世界理解、親善、平和を達成できるようにすること 

宮田 明 委員長 

【 卓話 】 「ロータリーについて」  宮田 明 長期計画委員長 

【 ３分間スピーチ】 「人のふり見て 我がふり直せ」 

 最近、地方議員の資質が問われているように思います。東京都議の女性議員へ

のセクハラ発言。これは、セクハラ発言をした議員が謝罪をして終わりました。ま

た、兵庫県会議員、野々村元議員が政務調査費の報告についての不明さで、現

在市民オンブズマンから告訴され刑事事件扱いへと進んでいきます。そして、私

の地元（天野が原町）から大阪府議会議員として活動をしている山本景府議によ

る、中学生とのラインでのやり取りの中で生じた発言についての問題など、地方議

員の人間としての行いが問われているように思います。この３例においても、発覚

当初はとぼけたりし、あくまでも自分は正当で、このような事件に巻き込まれたのが

迷惑のように発言をしていましたが、その数日後に事件の詳細が明らかになるに

つれ態度を豹変させていくのが通例のように報道されています。ただ、山本府議

は迷惑をかけたと謝っているようにみえますが、本質的なところは置き去りにし責

任を転嫁しているのが現状であります。なぜなら、下校中の女子中学生を府議の

事務所へ連れ込んでいると新聞社へ通報した市民を、誰かわからないのに告訴し

たり、テリー伊藤の「きもい」発言で放送関係を名誉棄損で訴えたり、謝罪をしてい

る人間が行うことではないと思います。 

 このように、一連の騒ぎを見たり聞いたりしている中で感じたことは、人間はすな

おにならなあかん、責任を他に転嫁したらいけないと感じました。今後、仕事や家

庭（特に嫁さん）・ロータリークラブ活動において、行動はまじめに、何事にもすな

おにしていくよう努力しますので、すなおな日野をよろしくお願いします。 

日野守之 会員 
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ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊思いがけない古稀の祝品を頂いて 

ありがとうございました                金森市造 

＊巧妙、迅速、確実なコピー機の操作に感謝して 

                              北村 隆 

＊東北訪問を無事終えて              原田武夫 

＊しばらく勝手していますがこの度の皆々様のお心遣い 

には有難く感謝しています              南  武           

○本日の配布物 

①9月3日週報 

②ロータリーの友9月号 

③秋の全国交通安全運動啓発活動参画について 

④献血キャンペーンチラシ 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信9月号 

○地区行事等出席報告 

8/30財団セミナー               原、初木               

8/31少年野球ジュニア大会開会式  原田、小北 

   岡山、米田、國田、田中、北村、山中、宮田 

  駕田、源本、岩渕、初木、粟津、山口伊太郎 

9/2第21回５ＲＣゴルフ大会打合せ  原田、岡山 

○地区行事等出席予定 

9/6 職業奉仕委員長会議                   林宏毅 

9/6米山セミナー         原田、小北、岡山 

9/6市立ひらかた病院会員記念式典    上山 

9/13研修セミナー            原田、初木 

9/20青少年奉仕正副委員長会議  田中、粟津 

9/21北河内柔道大会開会式          田中 
 

第１９２３回例会出席報告（８月２７日） 

総会員数 出席者 出席率 

52名 ３１名 ６５．６０％ 

第１９２０回 例会補正後 出席率  ７２．９２％ 

  メーク ３名  欠席 １３名   除外 ４名 

 

９月ロータリーレート  

１＄＝１０２円 

2014.11.15(土)「創立40周年記念式典・祝賀会」式典 11:00～ 祝賀会13:00～ 

  原 広報委員長の弁護士的つぶやき ③ 

先日、「たかの友梨ビューティクリニック」を展開している株式会社不二ビューティが労働基準監督署から労基法違反の是

正勧告を受けたようです。同社には数多くの労基法違反の事実があると指摘され、その是定が求められたわけですが、同社

の高野友梨社長は、労基署への申告を行ったりユニオンに加盟して会社と交渉したりしていた同社の女性従業員に対し、

他の従業員の前で約2時間半にわたり、労基法を守って会社が潰れても良いのかなどと迫って精神的に追い詰め、休職に

追い込んだと報道されています。同社の労働実態がどのようなものであったか、その詳細は私には分かりませんが、同社に

限らず、「労基法を守っていたら経営が成り立たない（商売できない）」という話は、経営者の方からよく聞くことです。しかし、

経営者の立場としてそのように言いたい気持ちはよく分かるものの、あまりに行き過ぎた労基法無視・軽視の態度を取ると、

今回のケースのように悪質な労働実態が世間に公表され計り知れないイメージダウンの損害を被ったり、ある日突然多額の

未払残業代の請求を受けたり（残業代請求額が一人当たり200～300万円になることも珍しくありません）、過労死・過労自殺

が起きて損害賠償請求（その請求額は数千万円以上になります）を受けたりするなど、それこそ逆に会社が潰れてしまう事

態になりかねません。したがって、なかなか簡単ではありませんが、やはり、労基法や労働安全衛生法等に従って労働環境

を整えることにより労働者の勤労意欲・会社への忠誠心を高め、そのことにより売上・利益を上げていくというスタンスが、使

用者（経営者）として本来あるべき姿だと思います。私も法律事務所の経営者ですが、労基法を守りながら売上・利益を上げ

ていくための、経営者サイドの工夫、努力が求められているということだと思います。 


