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1.

なぜ事業を引継いだのか？

私自身がやりたいと思う仕事が無かった訳でもない
のですが，最終的には小さい頃より両親の苦労を見
て育った環境がそう決断させたと考えています。
松下幸之助さんが，「素直であることが非常に大事
だ」と言われています。
孔子は「五十にして天命を知る」と言いましたが，
私も今年５０歳になりますが，天命を知り，天職を
得るような志を持てるように努力していきます。

2.

社長になって思うこと

＜リーダーの条件＞
1. 経営をしていく能力
「経営は，トップの器で決まる」
経営の知識やスキルのみならず，経営
者としての器，言い換えれば自分の人
間性，考え方，人格というものを絶え
ず向上させていくように努力していく
ことが求められているのです。
2. 人格を満たす能力・・・徳
（洞察力・決断力・謙虚・信頼・思いやり）
「徳は事業の基なり」
事業を発展させる基になるのは，経営
者その人が持っている「徳」だと考え
ています。徳のない経営者，あるいは
徳のない会社は，一時的に栄えても決
して長続きはしない。
＜私の好きな言葉＞
老子の言葉で「上善は水の如し」
人として理想的な生き方は，水のような
もので水のあり方に学べという意味で
す。
一つは，水は円い器に入れると円く，四
角い器に入れると四角になり，相手次第
でいかようにも形を変えていきます。人

間も，そういう柔軟性をもつことが大事
だということです。
二つ目は，水は高い所から低い所へと流
れていく。つまり，あえて人の嫌がる低
い所に身を置こうとします。人間も，そ
の謙虚さに学べということです。
老子は，この二つを「不浄の徳」と呼
び，このことを守り，みだりに人と争う
なと言っているのです。

3.

経営理念について

＜当社の経営理念＞
1. お客様を大切にし，安全・品質管理を
徹底する。
2. 社会環境に配慮した事業を行い，信頼
される会社を目指し努力する。
3. 公明正大謙虚な心で，活力のある職場
づくりを実現する。
経営理念という大義名分があれば全従業
員の目指す目的を確立すると共に，その
共有に努め，心から喜んで協力してくれ
る集団を作ることが大切です。

4.

盛和塾で学んでいること

＜稲盛和夫経営１２ヶ条＞
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今日，会長の代理で初めて演台に立たせて
頂きます。こん
なに早く経験の
機会を与えられ
て感謝しており
ます。
さて，今日の
朝刊のトップ記
事は西川郵政社
長の辞任の記事
伊藤 副会長
でした。官から
民へという小泉
改革で２００５年に自民党が大勝し，郵政民
営化が実行されました。そして，今回の選挙
では民主党が予想以上の大勝でした。そし
て，郵政を始め多くの自民党の政策が否定さ
れ，民主党の新しい政策が実行されつつあり
ます。私自身も子育て支援を始め，賛成した
い政策も多くあります。
但し，私は今の政治が勝ち負けにこだわり
すぎて極端になりすぎていないか心配してお
ります。選挙前の不況に対しての自民党のば
らまき政策も少し度を越していたと思ってお
りますし，今の政策も国民個人に優しく見え
る政策ですが，とちらも現在に重点をおきす
ぎて，将来に問題を上積みするのではないか
と心配します。
今年は不況で国の税収が４０兆以下で来年
の予算が９５兆位になると言われておりま
す。その上に不況対策で補正予算を組む必要
になると思います。
政治が今以上に我々の子供達の時代に責任
をもてる政治であって欲しいとも願います。
そして，こういう時こそ自分自身を大事に
した上で，外に向かってロータリーの奉仕の
心を実践すべき時だとも思います。

廣瀬

明正

市内の秋祭も好天に恵まれ無事終りました。
今夕６時よりサンテレビにて荒井神社秋祭が
放映されます。ご覧下さい。早退させて頂き
ます。

都倉

達殊

本日，職業奉仕に関して卓話させて頂きま
す。どうぞ宜しくお願い致します。

竹原

俊三・澤田

孝彦・大橋

卓司

都倉さん，卓話宜しくお願いします。楽しみ
にしています。

伊藤

勝之

会長の代理をさせて頂きます。

濱中

幹雄・佐野

栄作

都倉さん勉強させて下さいね！

庄司
田中

武・増田耕太郎・柿木
浩行・志方 正昭

國夫

花を飾りましょう

栗原

康高

早退します。

井野

隆弘

早退致します。

（10月21日例会）
花の色
赤
ピンク

赤

花の名

特

色

花言葉

日本には昭和
アルストロメリア 彼岸花科。南米が原産地で，
（百合水仙） 初期に入って来た。別名は「インカの百合」
ラン科。
ピンクデンファレ 原産地はニューギニア
鶏 頭
（ケイトウ）
別名 韓 藍
（からあい）

凛々しさ

わがままな美人

原産地は，
熱帯アジア。日本には，
万葉時代
に既に渡来していた花。
からあい ま
おほ
わが屋戸に 韓藍蒔き生し 枯れぬれど
懲りずてまたも 蒔かむとそ思ふ
万葉集

色あせぬ恋

山部赤人
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Ans.
Q49. ロータリアンの手引書 Q50. 116，15,000
Q51. 3
Q52. 3
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第１６回 通算１４２２回
1. 高砂青松ロータリークラブが，平成21年
度兵庫県献血推進協議会長感謝状を授与
されました。
・授与日 10月21日（水）
・会 場 兵庫県公館
2. 兵庫県西・北部豪雨災害義援金協力の御
礼状が届きました。…回覧しています。
3. 高砂市国際交流協会から『国際交流通信
No.92（2009年10月号）』が届きました。
……回覧しています。
4. 『ロータリーの友 インターネット速報』
No.402（2009年10月20日版）が届きまし
た。……回覧しています。
4. 『ハイライトよねやま』116号（2009年
10月13日発行号）が届きました。……回
覧しています。

クラブ名
加古川ロータリークラブ
姫路中央ロータリークラブ
高砂ロータリークラブ
姫路ロータリークラブ
明石ロータリークラブ

5. 例会変更
姫路ロータリークラブ
職場例会 11月10日（火）
12時〜13時30分
於：キンキサイン㈱本社第二工場
明石ロータリークラブ
移動例会 東播第一グループ I.M.
11月18日（水）⇒11月14日（土）
於：ホテルキャッスルプラザ
移動例会（親睦忘年例会）
12月16日（水）⇒12月17日（木）18時〜
於：ホテルキャッスルプラザ
明石南ロータリークラブ
移動例会 東播第一グループ I.M.
11月13日（金）⇒11月14日（土）
明石北ロータリークラブ
移動例会 東播第一グループ I.M.
11月17日（火）⇒11月14日（土）
移動例会（クリスマス会）
12月15日（火）⇒12月20日（日）

変更内容

日

時・場

所

休会
（定款第6条第1節
（ｃ）
による） 11/3（火）
職業奉仕・親睦合同行事に
10/29（木）
例会変更
10/30（金）⇒11/1（日）
於：高砂銀座商店街他
移動例会
（こどものまち高砂）
11/10（火）12：00〜13：30
職場例会
於：キンキサイン㈱本社第二工場
11/18（水）⇒11/14（土）
移動例会
東播第一グループ I.M.
於：ホテルキャッスルプラザ

明石南ロータリークラブ

移動例会

明石北ロータリークラブ

移動例会

12/16（水）⇒12/17（木）18：00〜
於：ホテルキャッスルプラザ
11/13（金）⇒11/14（土）
東播第一グループ I.M.
11/17（火）⇒11/14（土）
東播第一グループ I.M.

移動例会
（クリスマス会）

12/15（火）⇒12/20（日）

移動例会
（親睦忘年例会）

（注）本R.C.のホームページの「他のロータリークラブの行事予定」に詳細を掲載していますので，
ご参照下さい。

例会記録

2009. 10. 21（水）通算1499回

ソ ン グ

「奉仕の理想」「四つのテスト」

出席報告

１０月 ７日 会員数４８名 欠席者 ４名 出席率９０.４８％＜修正による＞
（この内出席免除者９名（出席３名））
１０月２１日 会員数４８名 欠席者１０名 出席率７６.１９％
（この内出席免除者９名（出席３名））

