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第 2078 回例会 2月 19 日（金）

☆｢ロータリーの友｣紹介

        長尾 穣治広報・雑誌委員長

☆卓話なし

☆第 5回クラブフォーラム

        国際奉仕委員会部門

         髙岡 正和国際奉仕委員長

＊2/20（土）高知中央ＲＣ 創立 30周年

記念式典・講演会・祝賀会

上田会長・上山幹事 出席予定

２０１６年２月１１日（木）第２０６４号

2016年 2月 5日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2076回 28名 21名 84.0％
出席義務免除

4名（出 1）

第2074回 28名 19名 76.0％
補    填

3名

Rotary International

国際ロータリー会長

K.R. ラビンドラン

2015‐16 年度 RI テーマ

四四四つつつのののテテテススストトト

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

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB
●創   立：１９７３年２月２３日

●会   長：上田 郁生

●幹   事：上山 惣太

●会報委員長：堀内 伸也

ベテランと若手の団結で

品格あるロータリー活動を！

第 2077 回移動例会

ＩＭ開催に伴い、日時、場所変更

於：シェラトン都ホテル大阪

ＩＭ開催 ＜ホスト：大阪柏原ＲＣ＞

  ◎受 付 12：00

◎例 会 12：20

① 開会 点鐘

② 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

③ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

④ 閉会 点鐘

◎ＩＭ開会 13：00

◎懇 親 会 16：15

＊2/20（土）

地区ロータリー財団 地区補助金管理セミナー

於：大阪 YMCA 会館 2F ホール

登録 13：30～14：00 セミナー 14：00～17：00

中澤会長エレクト、大松会長ノミニー、

高橋次年度幹事 出席予定

ニコニコ箱

●安田さん、卓話よろしくお願いします。

               上田 郁生会員

●はや、2月、あたりには春の音が聞こえてくる様で

す。

今日は安田さんの履歴書楽しみです。

森田 時男会員

●誕生日のお祝ありがとうございます。

                大橋 秀造会員

●安田会員の私の履歴書楽しみです。

桑田 タア子会員

●結婚 40周年を無事に迎えることができました。お

祝いありがとうございます。  品川 芳洋会員

●家内の誕生日祝ありがとうございます。

                山田 哲男会員



●頑張ります。         安田 憲司会員

●誕生日祝、ありがとうございます。

                大松 桂右会員

●新入会員歓迎会、武田親睦委員長、委員の方、お

世話様でした。

安田会員、私の履歴書よろしく。池本 繁喜会員

●先週は歓迎会のご参加ありがとうございました。

                武田 大輔会員

●今回合計 11,000 円

●累計  494,110 円

の意味。何事においても吉、成功しないことはな

い日とされています。赤口（しゃっこう、しゃっ

く、せきぐち等と読む）は、万事に用いない悪日、

ただし法事、正午だけはよいとされています。ま

た「赤」という字がつくため、火の元、刃物に注

意する日、祝い事は大凶とされています。

こうしてみてみると、良い日が少ないように思え

ます。由来も根拠もはっきりしないものですし、

迷信とし片付ける事の方が多いようです。あまり

気にしすぎると窮屈で生活しづらくなります。大

安だけを意識して暮らすのがいいのかもしれま

せん。

幹事報告

①次週はロータリーデー（ＩＭ）の為、2/11（木・

祝）、シェラトン都ホテル大阪での移動例会と

なりますので、お間違えのないようお願い致し

ます。

2 月誕生月祝

大橋会員・大松会員・安田会員

2 月結婚記念日祝

品川会員

会長の時間

皆さんは、大安や仏滅といった六曜というものを気

にするでしょうか？

六曜は、中国で生まれたとされていますが、いつの

時代から使われていたのか不明です。

日本には鎌倉時代に伝わったとされ広く使用されて

いましたが、明治政府に禁止されます。

それでも使用する人々がいた結果、徐々に復活し、

第二次世界大戦後に爆発的に流行しました。

六曜の順番は、先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤

口の順にカレンダーに書かれています。

それぞれの意味ですが、先勝（せんしょう、さきが

ち等と読む。）は、「先んずれば即ち勝つ」の意味。

午前中は吉、午後二時から六時までは凶と言われて

います。友引（ともびき）は、「凶事に友を引く」の

意味。凶事に友を引く朝は吉、昼は凶、夕は大吉と

され、葬儀は慎むべしとされています。先負（さき

まけ、せんぷ等と読む）は、「先んずれば即ち負ける」

の意味。午前中は凶、午後は吉とされています。仏

滅（ぶつめつ）は、「仏も滅するような大凶日」の意

味。何事も遠慮する日、病めば長引く、仏事はよい

とされています。大安（たいあん）は、「大いに安し」

「私の履歴書」

安田 憲司会員

イノべ－ションとは

①「技術革新」「経営革新」「情報革新」「組織刷

新」

②新技術を開発するだけでなく、従来の仕組み・

組織等を改革して、社会的に意義のある新しい価

値を創造し、社会に大きな変化をもたらす活動全

般をさす、きわめて広義な概念。

③経済成長の原動力となる革新。生産技術の革

新、資源の開発、新消費財の導入、特定産業の再

組織などをさすきわめて広義な概念。

等、かなり幅広い分野で革新的考えの指針となり

ます。

今年は緩やか経済回復と言いますが、年頭から中

国株式の大幅な下落及び国内外での株安等経済

に不安を残す、正月明けとなりました。

又、海外ではフランスでのイスラム国のテロや、

北朝鮮の水爆実験（？）、ウクライナ情勢・中国



の南シナ海問題と、日本の平和を脅かす事実が満

載と言う年になっております。

そんな中で私どもは、この日本で日々企業活動を

していますが、世界的に波乱含めの年明けとな

り、国内でも激動が予想される年になると思われ

ます。

イノベ一ションこそ株式会社ユタカの歴史。

昭和 43年（1968 年）10 月八尾市において、父安

田孝三郎が安田鉄工所創業し、機械部品の加工を

始める。

昭和 44 年（1969 年）末に東大阪市池島町に工場

移転。

昭和 45 年（1970 年）10 月有限会社ユタカ鉄工所

設立、シャープ協力工場として金型部品加工と、

伸線機・巻き取装置等の製造販売を開始。

昭和 58 年（1983 年）6 月、ねじ製造機コールド

ヘッターを製造販売開始。

昭和 60年（1985 年）7月有限会社ユタカ鉄工所・

代表取締役安田憲司就任。

平成 3年（1991 年）3月株式会社ユタカに組織変

更・代表取締役安田憲司就任。

以来約半世紀（48年）、パチンコフィーバーでの、

高速パチンコ玉製造装置 IT 時代には BGA 検査選

別装置、現在の高度品質管理での、主力商品ね

じ・ネット自動車重要保安部品・電子部品の検査

選別装置に特化して、会社経営を行う等、株式会

社ユタカは時代に合ったイノベ－ション技術革

新を行ってまいりました。

その間平成 11 年 10 月に、内閣総理大臣小渕 恵

三氏・岩田中小企業庁長官の弊社視察を始め、平

成 19年 3月には関西在住 12ケ国 2機関の商務領

事及び要人の本社工場視察、以降、海外要人多数

の訪問と、平成 12 年 8 月ビジネス情報誌フォー

ブスに「技術力で世界をリードする日本企業 30

社」で搭載、平成 18年 4月には全国 420 万社中、

第 1回「明日の日本を支える元気なモノ作り中小

企業 300 社」に選定される等、数々の賞とマスコ

ミでの照会がありました。

今後の経営展開ですが、①医療関連・②エネルギ

ー関連・③航空機関連を弊社商品に加える為の、

資料収集を開始している段階です。

なぜ今後の企業経営柱に、この 3業界をターゲッ

トにしているかという理由は、ある種共通点が非常

に多い業界であると同時に、日本政府が今後カを入

れてくる業種であると言うことです。

但し、どの業界もかつてない程ハードルが高い業種

であり、時流に乗れる自信は今まで程ありませんこ

とが、私のジレンマとなっております。

しかし、本年度からは技術革新に対しさらに果敢に

挑戦していきたいと思っている次第であり、もう一

度原点に戻って一つに絞る時期に来ていると私は

思っております。

又、昨年は戦後 70 年、敗戦の影響からか自虐感が

私たち日本人の基本考えになっていたと思います

が、そろそろこの考えから脱皮する時期が来ている

と思います。

かといって、私は戦争論者では無いことあらかじめ

言っておきたいと思いますし、むしろ世界が戦争の

ない世界になるように願っている次第です。

少し話は変わりますが、戦前戦中戦後の欧米人から

見た日本を語りたいと思いますが、それを語れるに

足る人がいます。

それは、20世紀フランス文学を代表する詩人、劇作

家であると同時に、優れた外交官であったポール・

クローデル（大正 10 年～昭和 2 年駐日大使時代）

が昭和 18 年秋に、パリの夜会で述べたスピーチで

ほぼ理解できると思われます。

その内容は

「私がどうしても滅びてほしくない民族がある。そ

れは日本人だ、あれほど古い文明を今に伝えている

民族は他にいない。」

「日本の近代における発展、それは大変目覚ましい

が不思議ではない。日本は太古から文明を積み重ね

てきたからこそ、明治に入り欧米の文化を急速に輸

入しても発展できたのだ。」

「他の民族にはこれだけ発展をするだけの資格は

無いが、日本にはその資格があるのだ。」

「古くから文明を積み上げてきたからこそ資格が

ある。」

又後年彼は、「戦前の彼らは貧しい。しかし高貴で

あった。しかし現在の日本は命を懸けてでも守らな

ければならない価値が果たして存在するだろう

か？」

「かつて日本は西欧列強に対して捨身の一撃を加



2 月度定例理事会報告

幹事代理：高橋 広一

●日 時：2016 年 2 月 5日(金)

例会前 11：05～11：55

●場 所：例会場

●出席者：理事役員 7名

1. 会計報告 1月分⇒承認。

2. 親睦 交際費の件

⇒予算を上回る支出になることが見込ま

れるため、会計担当者より会員各位に全

ての項目において、節約をお願いする。

3. クラブジャンパーの件

   ⇒腕に入れるデザインを決定。

4. ＩＭ及び 45 周年記念準備委員会発足の件

⇒ＩＭ準備委員会についてはこれから具

体的に準備委員長の選出を行う。45 周

年記念については当該年度会長の大松

会員の意見も聞き、考えていく。（継続）

5. インターネットバンキング導入の件

⇒米山奨学会からインターネットバンキ

ング導入の有無を問うアンケートが来

たが、当クラブとしては導入しない。（決

定）

6. 2/23（火）事務局休暇の件⇒承認

以上

えて、アジア・アフリカ・中南米諸国を西欧の植民

地支配から解放した国である事、日本に天佑神助を

もたらした神風特攻隊に対して、もっと大きな自信

と誇りを持つことが大切である。」

「さらに日本人がこのように世界から高く賞賛され

た大東亜戦争と神風特攻隊の世界的意義を再評価

し、東京裁判がもらした誤った歴史認識から脱却す

ることが重要である。」

「もしそれが日本人に出来たならば、再び日本が困

難に直面しても、かつての神風特攻隊員のように日

本を守る為にいつでも死ねる覚悟と勇気を持った者

が必ず現れてくるはずである。」

これが私達日本人に対する世界の評価であること、

現在の日本でもっと広める意義があると思われま

す。

また敗戦国と言う考えがありますが2018年は第一次

世界大戦の先勝 100 年の年です。（第一次大戦の「戦

勝国」）

この大戦で、当時連合国の一員としてマルタ島に派

遣された第二特務艦隊は、護衛任務で連合国から高

い評価を得た、特にドイツ潜水艦の雷撃を受けて英

国客船「トランシルヴァニア」が撃沈された際は隊

の駆逐艦「榊」が僚艦とともに約 3000 人の英国将兵

を救助しました。国王ジョージ 5 世はこのことを英

国国会で聞き、国会では日本語で「バンザイ」の三

唱が起きたといいます。

「榊」はこの後、ドイツ潜水艦の攻撃を受け、艦長

以下 59人が戦死します。

その方々を祀った石碑がマルタ島にありますし、当

然日本はその時の戦勝国の一員です。

この時期は、世界では日本だけが白人からの独立国

であり、そのほかのアジア・アフリカ・中南米諸国

の白色人種以外の地域はほぼすべてが欧米の植民地

でした。

日本は確かに第 2 次大戦の敗戦国ですが、そのおか

げで世界中の植民地が国として独立したことは紛れ

もない事実であり、戦後焼野原から奇跡の復興を成

し遂げ世界 3 位の経済大国になっていること、その

ことを次の世代にも伝えて、世界中がもっと豊かに

なるように、また地球環境を守る等に、日本が世

界のリーダーシップをとれる国になると、世界中

が日本と言う国を無視できませんし海外にとっ

て重要な国になる程、日本と言う国が平和で繁栄

する基礎であると確信します。

私個人の考えですが今年の2月10日で満65歳と

なりますが、親父も親父の父も 65 歳でこの世を

去っておりますので、なんとなく不安な年回りが

来たと考えておりますので、残された人生何とか

有意義に過ごしたいと思っている次第です。

最後に、八尾東ロータリークラブの益々の発展を

祈願しまして私の卓話とさせていただきます。


