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インスピレーションになろう
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大阪鶴見ロータリークラブテーマ「もっとエモーショナルなクラブへ」

（２ページへ続く）

我らの生業 野ばら

〈第1635回〉 2019年6月11日（火） 本年度第39回 6月18日（火）

担当：菊井会員

（２ページへ続く）

ロータリー親睦活動月間

担当：覚野会員

私の体験平成から令和へ　　後編
講師：谷　康平会員

本日のテーマは「おもしろおかしく」です。これは分析機器
大手、堀場製作所の社是です。堀場製作所のホームページに
は「この社是には、人生のもっとも活動的な時期を費やす仕
事にプライドとチャレンジマインドを持ち、エキサイティング
に取り組むことで、人生の満足度を高めて欲しいという願い
が込められています」と記されています。目の前が明るくなる
ような、士気を発揚する社是だと思います。独創的な技術を志
向するのであれば、もっと理詰めの社是を掲げるのが一般的
だと思います。しかし、堀場製作所の場合は、ユーモアがあっ
て、シンプルでわかりやすいと思います。そして、エンジニアの
本能に訴えかけ、好奇心を刺激し、自由に考えさせる、積極的
な行動を促すという、ユニークなアプローチをしていると思い
ます。この「おもしろおかしく」「プライド」「チャレンジマイン
ド」「エキサイティング」といった一連のキーワードは、私達の
クラブの行動スローガンとしても使えると思います。当クラブ
用にアレンジすると、「大阪鶴見ロータリークラブの一員であ
ることにプライドを持ち、親睦と奉仕におもしろおかしく、エキ

「おもしろおかしく」 堀場製作所 社是

サイティングに取り組むことで、会員の満足度を高める」と
いうことになるかと思います。つまり、親睦であれ、奉仕で
あれ、理屈より感情を先行させ、「なんか面白い事をしよ
う」を合言葉に、自由に、エキサイティングに取り組もうとい
うことです。そうすれば、アイディアを出し合うことも楽しく
なってくると思います。クラブ内に気軽にアイディアを出し
合う風土を作ること。それは、堀場製作所が世界で成功し
ているのと同様、クラブの発展と会員の満足度を高めるこ
とに繋がると私は信じます。ロータリーは親睦から始まると
いわれます。私は、「エモーショナルな親睦」と表現しました
が、親睦を「おもしろおかしく」することは、クラブの基盤強
化、持続可能な体制づくりの糸口だと考えます。私は、今年
度、炉辺会合とU-50の会を提唱しました。これらは決して
研修会ではありません。ただ、両者共通の最初のハードル
は、重い腰を上げることです。ですから、最初はただ酒を飲
むだけで十分だと思います（酒を飲まない方には酷ですが
…）。そして、徐々に、単に宴会を催すだけでなく、しんどくな
らない程度に、アイディアを出し合う親睦にもっていくこと
が重要だと思います。どんな形であれ、アイディアを出し合
う親睦が定着し、一定の機能を発揮するには何年もかかる
と思います。もしかしたら永遠に定着しないかもしれませ



（１ページより）

￥15，０００.-　　　　累計　￥932,０００.-

￥5，０００.-　　　　累計　￥３６１，０００.-

山 本（ 良 ）会 員 寸志

高 木 会 員 久しぶりに出席できました。皆さんのお元気
な姿を拝見し嬉しく思います。

山 崎 会 員 前回欠席のお詫び。田中さん、中村さん、清
水さん、佐藤さん、卓話有難うございまし
た。

幹事：源 壽美子幹事報告

ん。しかし、私は、アイディアを出し合う親睦から発信されたプラ
ンが、いつの日かクラブ運営に反映されることを願っています。
私がアイディアを出し合う親睦を重視する理由は、「自分達がや
りたいことをする」には、こうしたプロセスが不可欠だからです。
そして、「自分達がやりたいことをする」ことが会員の満足に直
結すると考えるからです。足もとでは、当クラブ内でも親睦の重
要性を見直す機運が高まりつつあります。これはクラブにとって
明るい材料だと思います。何はともあれ、親睦なくして会員の満
足なし。親睦行事にもっと多くの人が集まるようになり、活性化
すれば、それだけでも大きな前進だと思います。

６月１～5日 ハンブルク（ドイツ）国際大会
05月04日（火） 例会場ゴールデンホールに変更されます。

現・次年度理事会　サファイアルーム
05月15日（土） 第2回 さつまいもPJ 除草・水やり　13:30
05月28日（月） 第５回炉辺会合　善茶坊　６：３０

5月日25(土)第1回さつまいもプロジェクト苗植え
13:30 筒井パークセンター長、山本隆一会長の挨拶があり

パークセンターのスタッフの説明後、苗植えを実施いたしまし
た。約160名の参加と人気のイベントとなりました。参加抽選は
2倍の競争率だったそうです。当クラブも会員家族13名と沢山
のご参加を頂き無事終了致しました。
次回は6月15日（土）13:30より 除草・水やり作業です。
御参加宜しくお願い致します。

参加者
山本(隆)、田中、秀島、西野、山本(良)、木村、中村、清水会

員（ご家族5名）、発会員（御夫人）

部長：中村浩一社会奉仕委員会報告

委員長：巽 健一国際交流委員会報告

※第17回　理事会報告
　・笛吹会員の退会届が承認されました。
　・35周年記念事業の予算オーバーにより
　　￥46,955を予備費より補填することで承認さ
　　れました。

今年度寄付金状況は、5月21日現在達成率が６３％です。
未だ不足していますので未寄付者の方は、宜しくお願い致し

ます。

6月度の練習日は、6月11日（火）１４：００～

リハーサルについてのご案内
6月30日（日）　 時間 13時から17時　リハーサル
　　　　　　　会場 アサヒスーパードライ梅田
                       　　  （あいおいニッセイ同和損保フェニック
                                  スタワーＢ１）

7月  7日（日）    時間 13時から17時　リハーサル
　　　　　　　会場 プリズムローズ大阪

関係各位の皆さんご参加お願いします。

※第5回　理事会報告
　・年間行事予定の確認を行いました。

コーラス同好会からのお知らせ

   



2000 年 06月 04日 ( 日 ) ここ太閤園で結婚披露宴
して 満 19 年になる今日 卓話を担当する事となり
【昭和から平成へ 平成から令和へ】のタイトルで今
週と来週２回に渡ってお話させていただきます。

その年の暮に 新婚旅行でウィーンを訪問しました。

そして 念願のオペラ ヴォルフガンク・アマデウス・
モーツアルト1786 年作【フィガロの結婚】をフォルクス
テアータに観に行きました。

ただ家内も私も機内で風邪をひき 時差惚けに加え
て 風邪薬の影響とあまりにも美しい音色に上演時間
の 99% 気持ち良く寝てしまいました。

さてその【フィガロの結婚】の中で 主人のアルマ
ヴィーヴァ伯爵に対してフィガロは心の中で「貴方は豪
華な屋敷に住み名誉も財産も勲章も手に入れておられ
る。
しかしそれらを如何にして手に入れられたのか？
ただ伯爵家に生まれただけではないのですか！」

昨今の政界を見渡すと アルマヴィーヴァ伯爵のよう
な人物が少なからず見受けられるようですね！

さて 昭和→平成→令和を振り返る前に 明治から考
えますと

明治は
1868 年 01月25日～1912 年 07月30 日

大正は
1912 年 07月30 日～1926 年 12 月25日

昭和は
1926 年 12 月25日～1989 年 01月 07日

平成は
1989 年 01月 08日～ 2019 年 04 月30 日

そして令和は
2019 年 05月 01日にスタートしました。

お気付きの方もおられるようにかつては
明治最後の日＝大正最初の日
大正最後の日＝昭和最後の日
だったのですが 昭和最後の日は その翌日が平成最
初の日になっています。
さて昭和の一日と言えば やはり（1945 年 08 月15

日）ではないでしょうか。
そしてあの日から満40年経過した（1985 年09月22
日）は後から振り返ると大きなターニングポイントにな
っています。

堅実だった日本人が NTT 株で【作られたバブル】に
乗せられてしまい 投資から投機にシフトしたのです。

当然の事ですが 仕掛けた側はその成果を手に入れ
ようとして（1990 年 02月21日）東京株式市場で大暴
落を演出して 以後約 30 年 日本はいまだに立ち上がれ
ていないようです。

又その1年前（1989 年 01月07日）に 第 124 代天
皇裕仁陛下がお隠れになられています。

同じ（1989 年 11月 09日） ベルリンの壁を崩壊させ
る事で冷戦の終結を世界中に示すと同時に 第 2 次世
界大戦で敗戦したドイツは（1990 年10月03日）破産
同然の社会主義国家東ドイツを吸収合併させられて国
力を削がれました。

まさに時を同じくして東洋で西洋で第 2 次世界大戦
後大きく羽ばたいていた枢軸国・日本とドイツは 45 年
前に敵対していた連合国【英語では United Nations 
→国際連合と意図的に誤訳しています】にしてやられた
のです。

そして歴史から学ぶにも 自らの歴史を正しく伝えら
れないように教育されているので日本は上手く対応出
来ずにゆっくりとしかし確実に国力が削がれているよう
です。

以下次週

担当：巽会員

6月4日【1634回】

会員数　 　 　 　 33名

（内出席規定免除 12名）

出席会員   21名中  15名

出席免除会員  12名中  6名

出 席 率 21/27  77.78%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 21名

前々回  5/21  Ｍ/Ｕ 1名

修正出席率 80.65%

卓  話

「昭和から平成へ 平成から令和へ 前編」

担当：広瀬会員

講師：谷　康平会員




