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■ 事務所
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10
ポップタウン住道本館４階
T E L :０７２－８７５－１２００
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〒574-0076 大東市曙町 4-6
大東市民会館 4 階「大会議室」
T E L :０７２－８７１－０００１
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◆4 つのテスト◆
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？

ロータリーの未来は
あなたの手の中に

２００９年～２０１０年度
国際ロータリーのテーマ

平成 22 年 3 月 30 日
今週の卓話

創立 1967 年 12 月 26 日
■ 会
長 谷中 清孝
■ 幹
事 藤本 和俊
■ 会報委員長 上田 正義

No.2061

国際ロータリー会長
ジョン・ケニー

H22.3.23

(No.2060)

の例会記録

（3 月 30 日）

「 ロータリー雑誌月間に因んで 」
佐藤

多加志

ロータリーソング

雑誌委員長
「我らの生業」

次週の予定

「四つのテスト体操」

（4 月 6 日）
ニコニコ箱

西垣

文雄 ガバナー補佐

先週の例会報告
◆ 出席報告
会員数
特定免除

出席率

47 名 出席数

39 名

4 名 その他免除

欠席者 4 名
0名

90.70％

前々回 3 月 9 日分
ホームクラブの出席者

37 名

メークアップの結果

40 名

92.50％

特定免除

7名

その他免除

0名

欠席者

0名

修正出席率 100 ％

・入会記念日自祝

上田

陽造 君

・早退お詫び

北本

良弘 君

・早退お詫び

成田

隆志 君

会長の時間

谷中

清孝

会長

皆様、こんにちは。先週は、台風のような風（春
一番？）と大陸からの黄砂で、外出するのに悩ま
された一週間でした。気温も暖かくなり、所によ
っては桜が咲きだしたというニュースが伝わっ
てきております。
３月２１日（日）に、大東市こども会育成協議
会の総会及び表彰式に大東ロータリークラブ会
長として出席してまいりました。
出席してみると、思っていた以上に大きな組織で３０代、４０代のご父兄がたくさ
ん居られ、活発に活動されている様子が伺えました。
大東ロータリークラブは支援などはしてはいないのですが、他のロータリークラブ、
ライオンズクラブ等が表彰されておりました。大東市でも、各種ボランティア団体、
育成団体は多くあるようですが、どの団体も昔と違いかなり厳しいような気がします。
話しは戻りますが、今年の５月～１０月にかけて「上海万博」が開催されます。日
本からも日中交流として多くの企業や大学が参加されます。今日辺りからは、大阪国
際会議場やホテルなどで、上海万博に因んだフェスタが開催されます。私にも何箇所
からか案内が届いておりますので、時間があれば行ってみたいと思います。あの１９
７０年の大阪万博の楽しさと美しさを感じながら・・・そして、それからの日本の高
度成長期に入った思い出を辿ることができたら良いなと思います。
やはり日本でも大阪でも大東市でも、大きなイベントを多数開催することにより、
人の心が高揚して景気回復に繋がるのではないかと思います。そういう意味において、
春の選抜高校野球に出場している大阪桐蔭高等学校が、優勝されることがその地域の
活性化に繋がるのではと思います。

委員会報告

◎ インターアクト委員会

代理出席

田中

啓之

会員

日本のインターアクターがシンガポールの中学生と短時間交流
３月１９日（金）シンガポールの BUKIT PANJANG 中学生３０名、教師３名が来
阪しました。半日ほどの大阪の中学高校を訪問したいということで、インターアクト
委員と顧問の先生が協議の結果、相愛中学高等学校がホストを引き受けてくれること
になりました。
当日は、日本側から相愛中学高等学校インターアクター１７名と委員、ロータリア
ン８名が出席し、相愛中学校の卒業式に同席させていただきました。
双方の交流としては、相愛の生徒による音楽演奏や、BUKIT からは民族楽器の演
奏、ミュージカルダンスなどが披露されました。また書道室で団扇や台紙に漢字を書
くなどして交流を行いました。
今回の交流は、申し出を受けてから２週間で実行するということで、準備など大変
だったことだと思います。相愛中学高等学校、委員の方々にもお世話になりました。
依頼メールの受信者として感謝申し上げます。

◎ ロータリー財団
谷中

清孝

会長

ベネファクター表彰

先週の卓話
「 新会員

経歴発表 」
中嶋

啓文

会員

１９５１年１０月３１日生まれ
５８歳（還暦前の新入会員）
株式会社 ヒロ・ナカジマ 代表取締役
ダスキン大阪東工場
（淀川と大和川に囲まれた地域を担当）
前身は、株式会社 中嶋製作所
（ヤンマーディーゼルのエンジン部品加工業）
昭和６３年１０月に代表取締役に就任（昭和天皇が崩御された前年）
平成５年８月

工場閉鎖

平成７年５月

ダスキン大阪東工場として稼動

社訓

愛

なにごとにも誠実であれ
正しいことをしていれば、いつかは判っていただける

青年会議所時代に培った考え方が基本となっている
１９９０年に理事長をさせていただいた時のスローガン
“ 注げ！限りなき愛を

経営理念

地域に人にそして時のながれに ”

ダスキン経営理念と同じ（ロータリーの理想と非常に似ている）

I deal of Service
人のニーズを良く汲み取って、そのニーズを理想的なかたちで満たす
May I Help You?
あなたのためにお役立ちができることがありますか

ダスキンはお客さまに愛をお届けできる企業集団でありたいという悲願がありま
す。その想いは経営理念として謳われております。

一日一日と今日こそは
あなたの人生が新しく生まれ変わるチャンスです
自分に対しては
損と得とあらば損の道を行くこと
他人に対しては喜びのタネまきをすること
私もあなたも物心ともに豊かになり
生きがいのある世の中にすること

損と得とあらば損の道を行くという精神は、分かりづらいかと思いますが、二代目
社長の駒井茂春さんが『得を積む経営』という本の中で書かれておられるエピソード
を紹介させていただきます。
ある業界の指導的なお立場の方が、「損と得とあらば損の道を行けと言われるが、
分かりにくい。損得よりも先に善悪を考えて、いっそ正しい道を行けと言いかえたら
どうか。」とおっしゃった。
そのまま否定はされなかったが、後で創業者は、「なぁ駒井さん、あの方は正しい
か正しくないかを教えるべきだとおっしゃったけれど、何が正しく何が正しくないか
は、神様にしか分かりませんよ。世界中の戦争、すべての民事裁判、これはみんな自
分が正しいと思っているからやっているんで、みんなオレが正しいと言って争いが絶
えない。だったら、何か起こったときに、それが正しいか正しくないかではなくて、
自分に分が悪い損の道であっても、相手に喜んでいただけるのなら・・・と解決しよ
うとすれば、すべて自分の判断で物事は必ず解決できるのです。」とおっしゃられた。
と書かれております。この言葉で理解されたことと思います。
会社は地域のために、働きさんのために、そして社会のためにお役立ちできますよ
うに。
経営者としては、たとえ儲かることが分かっていても、してはいけないこと。苦労
が多くても赤字覚悟でも、しなければいけないこと。この二つを心掛けていかなけれ
ばと思います。

2009-2010 年度 国際ロータリー
研究グループ交換プログラム
（Group Study Exchange）
大阪 第 2660 地区 ＆ テキサス 第 5870 地区

来日団員紹介
Chris Mealy（クリス・ミアリー）
職業：調停弁護士、非営利のファンドレイジングボランティア
略歴：サンシティジョージタウン RC の非営利の資金調達者。
１１年前にロータリアンになり、クラブの直前会長を努めました。
又、彼の教会でカウンセラーをつとめたり、多くのリーダー役や奉仕活
動を行っています。

Michelle Cervantes（ミッシェル・セルバンテス）
職業：公立図書館司書（ラウンドロック公立図書館）
略歴：ノーステキサス大学の化学の修士で、オースチンにあるコンコルデ
ィア大学の学士です。今回はラウンドロックサンライズ RC の推薦に
よります。

JC Schmeil（ジェーシー・シュメイル）
職業：建築家、デザイナー、建築事務所経営
略歴：ノメイツバウデザインチームの代表で、高校生のとき東京に住んで
いたことがあり、片言の日本語が話せます。テキサス大学の建築学
修士でスタンフォード大学の学士です。家族は妻と息子と二人の４
人で南オースチンに住んでいます。

Kathleen Ramos（キャスリーン・ラモス）
職業：人工心肺装置技術者
略歴：キャピタルエリアパフューショニスツの技術者。インディアナ大学
に通い、テキサス心臓研究所で働いていました。スペイン語とタガ
ログ語を理解できます。

Kasey McCarty（ケイシー・マッカーティ）
職業：インテリアデザイナー、ケイシーマッカーティスタジオ経営者
略歴：テキサス工科大学のインテリアデザイン学士で、卒業後、ボリビア
でピースコープのボランティアに参加していました。
旅行が好きで若いデザイナーのよき先輩です。

Bryan McMath（ブライアン・マックス）
職業：ケルセリガーテキサス州上院議員のチームスタッフ
略歴：バンデービルト大学の芸術学士で、イギリスのリーズに留学経験が
あります。
シカゴ芸術研究所のファインアート(純粋芸術）の学士でもあります。

