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新しく生まれ変わろう
―クラブルネッサンス

四
四つ
つの
のテ
テス
スト
ト
言行はこれに照らしてから
1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
3. 好意と友情を深めるか
4. みんなのためになるかどうか

Rotary International
国際ロータリー会長

バリー・ラシン

2019 年初例会

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
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●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：品川 芳洋
●幹
事：堀内 伸也
●会報委員長：高岡 正和

2018 年 12 月 21 日（金）
出席報告

第 2207 回移動例会
① 開会 点鐘
② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」
③ ビジターの紹介

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2206 回

27 名

15 名

68.2％

第 2204 回

27 名

12 名

54.5％

備 考
出席義務免除
7 名（出 2）
補
填
3名

④ 会員及び会員夫人誕生月祝
坂原会員、長尾会員、山田会員
上田夫人、陣田夫人
⑤ 会員結婚記念日祝

浅井会員、中澤会員

⑥ 上半期ＨＣ皆出席祝

石川会員

⑦ 会務報告

●皆さん、本年いろいろお世話になりました。よい
お年をお迎えください。
大松会員、本年を有終の美を飾っていただき、誠
におめでとうございます。

｢会長の時間｣「幹事報告」

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑨ 卓話 「新年を迎えて｣

品川 芳洋会員

●今年一年お世話になりました。来る年もどうぞよ

⑧ 委員会報告

⑩ 閉会

ニコニコ箱

品川 芳洋会長

ろしくお願いします。
●本年お世話になりました。
●欠席のおわび。

点鐘

奥田 長二会員
鈴木 洋会員
桑田 タア子会員

●今年 1 年お世話になりました。 長尾 穣治会員
＊例会前：1 月度定例理事会

●本日出席予定でしたが体調不良でお休みさせてい
ただきます。申し訳ございません。
辻盛 英一会員

第 2208 回例会

1 月 18 日（金）

●年次総会、会員懇親会欠席のおわび。
浅井 寿徳会員

☆｢ロータリーの友｣紹介
浅井

寿徳広報・雑誌委員長

●欠席が続いておりお詫び致します。

☆卓話なし

この度入籍を致しました。今後ともよろしくお願

◎第 4 回クラブ協議会（13：00～）

い致します。

大松 桂右会員

★例会場：LINOAS（リノアス）8階 バンケットルーム 〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番
★例会日時：毎週金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 LINOAS（リノアス）8階 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

●今回合計

られました。社長は三菱元 UFJ フィナンシャル・

36,000 円

グループ副社長を経験された方。新しい産業育
●累計

成・支援という国家プロジェクトを推進する会社

331,000 円

の経営者につかれたわけですが、官民ファンドと
いっても約 3000 億円の 95％が政府出資、即ちわ
R 財団地区奉仕賞
森下会員

れわれの税金。
すでに功なり名を成した方が今更、年収 1 億以上
の報酬を求める、それを批判されたら辞めるとい
うモラルに驚きます。ゴーン欲は日本人経営者に
ご結婚御祝
大松会員

もいるんだと。

一方、最近、注目を浴びているのは東京南青山で
の児童相談所新設反対騒動です。

会長の時間

日本有数のハイエンドの街だけに一部住人から
迷惑だと反対されています。

ノブレス・オブリージュ

Noblesse oblige

「ここ南青山は成功した人たちだけが住めると
ころ」と。

いよいよ 2018 年度の最終例会となりました。
今年を振り返り社会で起こったいくつかの印象に残
った出来事を顧みるとひとつの文脈が見えてくるよ
うです。
今朝、日産のゴーン元会長が再逮捕されたと伝えら
れました。今日にでも釈放されるのではないかと予
想されていただけに、また欧米人にとっても大切な
クリスマスを目前に控えてのことだけに衝撃的でし
た。
2 万人ものリストラを行い、経営不振の日産を立て直
したカリスマ経営者が 5 年間で 100 億円近い報酬を
得ていたということ、そしてきちんと税務申告をし
ていなかった、日本的経営文化に馴染まない実態が
世間を騒がせています。
そのゴーン欲に日本人とは違うと驚いていたら、今
度は官民ファンドの産業革新投資機構(JIC)の経営
者が高額報酬への経産省の是正指導に反発して社長
をはじめ民間出身役員が揃って辞任する騒ぎが伝え

今の日本、とりわけ大都会は児童相談所が必要不
可欠な社会になっていることが理解されずにエ
ゴがむき出しになった醜いヘイトスピーチがま
かり通っています。
ゴーン欲、JIC の問題、南青山の騒動それぞれお
金と欲が絡んだ事象に、一体「ノブレス・オブリ
ージュ」という概念はどこに行ってしまったの
か、と嘆く時に今年一番のさわやかな話題として
思い返されるのは、夏に山口県で行方不明になっ
た２歳の子供を神業のごとく見つけて救いだし、
一切の報酬・謝礼を受け取ることを拒んだ尾畠春
夫さんという名もない庶民の崇高な行動、振る舞
いです。
人間の真の価値とは何か、を爽やかに示して下さ
った人間賛歌でした。

幹事報告
【配布物】
①週報
②1 月の予定

【連絡事項】
①本日年次総会後、13：15 より会員懇親会を
行います
②次回例会は移動例会で、1/10（木）12：30
より LINOAS

バンケットルーム

年次総会報告
幹事

堀内

伸也

平成 30 年 12 月 21 日（金）、年次総会が開催され、
会員総数 27 名のうち 15 名が出席（定足数に達す
る）し、2019-20 年度の理事及び役員の選挙が実
施されました。開票の結果、満場一致を以って各
候補者全員が承認されました。

会員懇親会のご報告
親睦活動委員長

高岡

正和

2018 年 12 月 21 日（金）の年内最終例会後、リノ
アス 8F

3B ステーキ＆バーガーにて会員懇親会

を開催致しました。
品川会長のあいさつ、乾杯で始まり約 2 時間の短
い時間でしたが会員相互の親睦を図ることがで
きました。
締めのあいさつは桑田会員にして頂きこの会を
終了しました。
コース料理もボリュームがあり皆様に満足頂け
たかと思います。
ご参加頂きました会員の皆様、ありがとうござい
ました。

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

