
会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 

OSAKA-OTEMAE 
第第第第 2660266026602660 地区大阪大手前ロータリークラブ地区大阪大手前ロータリークラブ地区大阪大手前ロータリークラブ地区大阪大手前ロータリークラブ 

Rotary Club Weekly Bulletin 
創立 1983年（昭和 58年）3月 18日

日 
例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
TEL:06-6357-8917                        FAX:06-6357-8907 

E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

本日は大阪西 RC の高士雅次様を迎えしており

ます。高士様は地区の代表幹事と西 RC の会長を

若くして歴任された模範的なロータリアンで、ま

た、私の 20 数年来の友人です。本日はようこそ

いらっしゃいました。 

さて、先週土曜日(11月 15日)、天満橋、大手前、

中之島の三世代合同社会奉仕事業として、社会奉

仕委員会の岡田委員長、松田委員、大本幹事とと

もに奈良市柳生の里の社会福祉法人成美学寮の餅

つき大会に参加し、大型テレビの寄贈式を行って

まいりました。 

中之島 RC のメンバーを中心に寮生、職員の皆

さんも参加して盛大に餅つき大会が行われました

が、私もへっぴり腰で餅つきをしました。寮生の

皆さんはたいそう喜んでくれましたが、山里でい

ただいたつきたての黄粉餅やあんころ餅がとても

おいしく感激いたしました。 

また、寄贈させてもらった 4K テレビはわが家

にも一台欲しいと思うような立派な製品でした。

合同事業の内容は来週木曜(27日)開催の 3クラブ

合同例会で報告をさせていただきますが、12時集

合ですので合同例会出席の皆様宜しくお願い致し

ます。 

 国内ビジター 1名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   6名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  8名 

<11 月 21 日の出席率 75.76％>  

Make up を含む 10/31 の出席率 90.00％ 

・次週例会は三世代クラブ合同例会で 27 日(木)

太閤園にて開催です。お間違いのないようにお

願いします。集合写真を撮影するため、集合時

間 12 時でお願いします。なお例会終了時間は

14時となっています。 

・本日、地区大会の名札をポスティングしていま

す。当日忘れずにお持ち下さい。 

・来年 5月 5日のロータリーフェスティバルの概

要をポスティングしています。詳しい内容はま

だ決まっていませんが、窓口担当、私、長谷に

なっていますので順次お知らせします。 

・本日例会終了後、12月度定例理事会があります

ので、理事役員の方はご参集下さい。 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    
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2014 年 11 月 27 日 第 1521 回例会 
ロータリー財団月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((11112222 月月月月 5555 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣♪♪♪♪    

･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢高齢化社会とソフト面、ハード面のインフラ現状高齢化社会とソフト面、ハード面のインフラ現状高齢化社会とソフト面、ハード面のインフラ現状高齢化社会とソフト面、ハード面のインフラ現状｣｣｣｣    

鹿野鹿野鹿野鹿野    浩一浩一浩一浩一会員会員会員会員    

････年次総会年次総会年次総会年次総会    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    「「「「クリスマスソングクリスマスソングクリスマスソングクリスマスソング」」」」    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

    LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT    UPUPUPUP    ROTARYROTARYROTARYROTARY    

ロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きを    

2012012012014444－－－－2012012012015555 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    ゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣ....ＫＫＫＫ....ホァンホァンホァンホァン    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

････三世代クラブ合同例会三世代クラブ合同例会三世代クラブ合同例会三世代クラブ合同例会((((於：太閤園於：太閤園於：太閤園於：太閤園))))    



長谷・・・本日は幹事代行、卓話、理事会と忙し

い一日になりそうです。皆様よろしく

お願いします。 

金髙・・・先週の三世代合同奉仕事業、岡田委員

長、松田さん、ご苦労様でした。来週

の合同例会出席よろしく。 

松葉・・・先週欠席、次週欠席のおわび。 

松田・・・先週土曜日、三世代合同事業で柳生の

成美学寮に行ってきました。もちつき

を手伝い、大きなもち 2つもいただき

ました！ 

岡田・・・12/13(土)大手前整肢学園クリスマス会

でのバザー用の商品のご協力よろしく

お願いします。 

大蔭・・・先日は欠席でしたが、地区大会楽しみ

にしています。環も元気です！ 

佐々木・・先週はドイツにいて欠席、来週もオー

ストラリアにいて欠席します。 

関・・・・ごぶさたしております。やっと歩く事

が出来るようになりました。 

曽我部・・来週の 3クラブ合同例会の欠席のお詫

び。 

竹森・・・三世代合同奉仕事業欠席のおわび。 

山本・・・長谷さん、卓話楽しみです。がんばっ

て下さい。 

・・・・社会奉仕社会奉仕社会奉仕社会奉仕委員会委員会委員会委員会    

委員長委員長委員長委員長    岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

12 月 13 日(土)に開催される大手前整肢学園ク

リスマス会でのバザー用の商品を募集していま

す。本日、ポスティングしております資料をご一

読いただき、宅急便にて 12 月 12 日(金)までに、

同学園へ直送いただきますようお願いいたしま

す。尚、売上金額は 150,000円を目標としていま

す。お一人様、何点でも結構ですので、温かい気

持ちをお寄せ下さい。 

岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

11 月 18 日(火)ヴィアーレ大阪において第 2 回

若手ロータリアン研修セミナー・懇親会に出席し

ました。第 1 回を教訓に今回はゆったりした静か

なセミナー・懇親会でした。約 120名出席され、

前半に五味地区研修委員が基調講演をされました

が、ロータリーの根底に流れるものをわかりやす

い内容でご説明され、十分理解することができま

した。後半では各クラブのたくさんの方々と懇親

を深めることができ、楽しいひとときでした。 

 終了後二次会が近くで開催されましたが、約 30

名参加されました。またまた楽しい会で、さらに

多くの方と知り合いになることができました。や

はり二次会に出席される方は積極的な方が多かっ

たです。私のテーブルでいっしょに飲んだ方は 28

歳で私の長女と同じ年齢、お父さんも同じ年齢と

いうことで、少しギャップを感じました(笑)。 

｢｢｢｢一生現役をめざして一生現役をめざして一生現役をめざして一生現役をめざして｣｣｣｣    

長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代    

今年で仕事をはじめて 30 年を迎える事ができ

ました。退職金 1,000 万に魅せられて、外資系保

険会社アリコジャパン(現メットライフ生命保険

株式会社)に入社。面接で営業に不向きと言われな

がらこんなに長い間続けてこられたのは、沢山の

方のご支援をいただいたことと感謝しています。 

本日の卓話で社会情勢を入れながら、30年を振

り返らせて頂きました。 

◆1年目：飛び込み営業 

1984～1985年 

グリコ森永事件・急激な円高 

初めての飛び込みで営業とは相手に感動を与え

・囲碁同好会・囲碁同好会・囲碁同好会・囲碁同好会    

中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友    

今は未だ無い同好会ですが｢囲碁同好会｣を発足

させたいと思います。プロ八段の方が一から教え

て下さるとの事ですので、全くの初心者の方でも

心配無用です。皆さん奮って御参加下さい。 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥37373737,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,015,0001,015,0001,015,0001,015,000    ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱報告報告報告報告    ――――    ――――    委員会委員会委員会委員会報告報告報告報告    ――――    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    

――――    第第第第 2222 回若手回若手回若手回若手ﾛｰﾀﾘｱﾝﾛｰﾀﾘｱﾝﾛｰﾀﾘｱﾝﾛｰﾀﾘｱﾝ研修研修研修研修ｾﾐﾅｰ報告ｾﾐﾅｰ報告ｾﾐﾅｰ報告ｾﾐﾅｰ報告    ――――    

――――    同好会報告同好会報告同好会報告同好会報告    ――――    



山一証券・兵銀・木津信破綻、 

住専処理、消費税 5%になる 

私を変えたものは阪神淡路大震災でした。今ま

で努力すれば何でもできると思い上がっていた

私に生きるということの大切さを教えられまし

た。それを機に、売る営業から売らない営業に

変わっていきました。 

平成 8年はギリシャで行われたアリコ世界大会

において世界№１プロデューサーの名誉ある賞

を戴いたことが一番大きな喜びになり自信につ

ながりました。 

◆1998～2001年： 

ユーロ誕生、ブラジル危機 

大手 15行に公的資金注入 

長崎屋・そごう破綻、NYテロ 

東証１万円割れ、マイカル倒産、小泉内閣 

1998年『人に魅せられて』出版する。 

◆2002～2006年： 

ペイオフ解禁、東証 7,900円割 

りそな 公的資金注入、北朝鮮から 5名帰国 

ニューオリンズハリケーン｢カトリーナ｣発生 

ライブドア事件 

◆2006年：65歳でアリコ退職。 

アチブーメント出版より『ザ・ホールパーソン』

を出版。 

法人を設立し複数な保険会社を扱える代理店と

して活動する 

◆2007～2009年： 

サブプライムローン問題顕在化、JPモルガンが

救済買収、ドル安加速、リーマンショック 

GM破綻 

2008年 9月 15日は、私にとって一番大きな挫

折でした。AIGの株を米国が肩代わりしてお客

様にはご迷惑をおかけしませんでしたが、解約

される方も出て、保全活動の日々を過ごしまし

た。しかし原点に戻り心理学を勉強する中で挫

折から脱却することができました。 

2012年 12月娘が会社を引き継いでくれ、娘婿

も会社に入ってくれて二人三脚で助け合って頑

張ってくれています。 

私は会長として後ろから支えながら、｢一生現

役｣を目指したいと思っています。 

ないと心は動かないことを学ぶ 

◆2～4年目：代理店との共同ビジネス 

1986～1987年 

チェルノブイリ原発事故 

ブラックマンデー・国鉄民営化 

損保代理店の法人を回らせていただき成果がで

る。 

目標だったMVPとMDRTに初参加 

◆5～6年目：税理士ビジネス 

1988～1989年 

リクルート事件発覚 

天安門事件・ベルリンの壁崩壊 

日経平均 39,915円 87銭 

税理士の先生方を集めて、保険の活用について

のセミナーを開催し、相続対策・退職金の準備、

会社の事業承継に有効な保険の使い方を知って

頂き紹介につながる 

◆7～8年目：バブル期 

1990～1991年 

円・株・債権トリプル安 

東西ドイツ統一、湾岸戦争、ソ連崩壊 

バブル崩壊はじまる 

税理士の先生方から紹介をいただき、目標達成 

◆9～10 年目：税理士の先生方が保険代理店はじ

められ、紹介が出なくなる。挫折

を味わう。 

1992～1994年 東証 15,000円割れ、複合不況 

１ドル 96円 11銭に。戦後最高値更新。 

関西空港開港 

初心に戻る。 

誠意の方程式から、お互いに相手の思いやるこ

とを学びました。 

5×5＝25 6×4＝24 7×3＝21 8×2＝16 9×1＝9 

話し方教室で聞き方を学ぶ。 

｢感即動｣感じたら直ぐに動く。即ちを消すと｢感

動｣になる。 

このことは、飛び込みで初めて保険契約を頂い

たお客様から、貴女に感動したから保険に入る

と言われたことを思い出しました。 

◆1995～1997年： 

阪神淡路大震災、1ドル 79.75円に。 

地下鉄サリン事件、 

 

 



・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))        例会終了後例会終了後例会終了後例会終了後    

年次総会(次年度理事・役員発表) 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))        14141414：：：：00000000～～～～    

地区大会第 1日目 

   (シェラトン都ホテル大阪) 

・・・・12121212 月月月月 6666 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：20202020～～～～    

地区大会第 2日目 

   (フェスティバルホール) 

・・・・12121212 月月月月 12121212 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

1月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 13131313 日日日日((((土土土土))))        ＭＵ事業ＭＵ事業ＭＵ事業ＭＵ事業    

大手前整肢学園クリスマスバザー 

   (大手前整肢学園) 

・・・・12121212 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金))))        17171717：：：：30303030 例会例会例会例会    

18181818：：：：10101010 開宴開宴開宴開宴    

クリスマス家族会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・1111 月月月月 2222 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・1111 月月月月 16161616 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

2月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

 国際ロータリー(RI)定款第 5 条にあるように、

職業上および(または)地域社会で良い評判を受け

ているという条件をクリアして入会を認められた

会員は、週 1 回の例会に出席して親睦の中に自己

研鑽に努め、人格形成、人間性の向上に励み、社

会的信用を高めるべく精進していますが、ここに

ロータリアンとしての自覚と誇りが感じられま

す。 

 今年度の｢ロータリーに輝きを｣は、素晴らしい

RIテーマで、個人奉仕を基盤におくロータリーと

しての各会員がその趣旨を自覚し、奉仕に徹する

ことにより、ロータリアンとしての輝きを増すの

ではないでしょうか。 

――――    ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友 11111111 月号より月号より月号より月号より    ――――    

｢｢｢｢観光遊歩道を清掃観光遊歩道を清掃観光遊歩道を清掃観光遊歩道を清掃｣｣｣｣    

江田島ロータリークラブ江田島ロータリークラブ江田島ロータリークラブ江田島ロータリークラブ    

全国に多数ある国民宿舎の中でも珍しい海上建

築の｢能美海上ロッジ｣と、江田島の窓口の一つで

ある中町港を結ぶ約 800ｍの遊歩道を、社会奉仕

の一環として清掃した。 

海辺の道は普段からきれいにはされているもの

の、会員たちで植木の中など細かな所まで注意深

く清掃すると、大きなごみ袋数個分のごみを集め

ることができた。海水浴のシーズンとなり、レジ

ャーで江田島を訪れる多くの人々に気持ちよく歩

いてもらえることを期待している。 

(7月 27日 第 2710地区 広島県) 

｢｢｢｢ロータリアンに輝きをロータリアンに輝きをロータリアンに輝きをロータリアンに輝きを｣｣｣｣    

松山ロータリークラブ松山ロータリークラブ松山ロータリークラブ松山ロータリークラブ    佐藤佐藤佐藤佐藤    昭美氏昭美氏昭美氏昭美氏    

((((第第第第 2670267026702670 地区地区地区地区    愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県    耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科))))    

ロータリーとは利己と利他の調和をはかる人生

哲学と言われていますが、利己と利他の調和を図

るためには、売っても喜び、買って喜ばれる関係

｢適正利潤｣を念頭において考える必要がありま

す。つまり相手の立場を尊重し、誠意をもって対

応することが大切で、これを｢奉仕の理念｣の言葉

で説明しています。 

 ｢ロータリーの目的｣には、｢ロータリーの目的

は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励

し、これを育むことにある｣とありますが、第 2660

地区パストガバナーの故・塚本義隆氏は｢ロータリ

ーでいうサービスとは、『他人のことを考える』、

『他人の役に立つ』こと｣と表現していました。 

 ｢四つのテスト｣には、言葉や行動に移す前に、4

項目を念頭に置くようにと諭しています。その中

に、｢みんなに公平か｣｢好意と友情を深めるか｣と

あります。取引に際し、関連業者との関係が話題

になることがありますが、関連業者に犠牲を強い

てその上に自己の幸せを築くようなことがあって

はならない、と公平さを求め、その結果、｢みんな

のためになるか どうか｣になるわけです。 

 ポール・ハリスはロータリーを｢tolerance｣と説

きました。これは｢寛容｣｢忍耐｣を意味しており、

問題を克服するには、お互い善意をもって努力す

る必要があるという意味だと考えます。 

 

 

 

 

 

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

12121212 月月月月 5555 日の例会場日の例会場日の例会場日の例会場    

帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪 4444 階｢階｢階｢階｢牡丹牡丹牡丹牡丹の間｣の間｣の間｣の間｣    


