
平成 22 年 8月 24 日 No.2079 H22.8.10 (No.2078) の例会記録 

今週の卓話 （8 月 24 日） 

次週の予定 （8 月 31 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告 

会員数 44 名 出席数 31名 欠席者 5 名 

特定免除 8 名 その他免除 0 名 

出席率 88.64％ 

前々回 7 月 27 日分 

ホームクラブの出席者 35 名 87.50％ 

メークアップの結果 39 名 

特定免除 4 名 その他免除 0 名 

欠席者 1 名 修正出席率 97.50％ 

ロータリーソング 

ニコニコ箱 

「 手に手つないで 」 「 四つのテスト体操 」 

・結婚記念日自祝 髙島 登 君 

・昨日、中嶋君に人生について 

説教されました 感謝 大西 寛治 君 

・情報集会にご参加いただき 君 

有難うございました 感謝 藤本 和俊 君 

・生駒ボーイズクラブ 

全国大会優勝しました 感謝 植田 恭平 君 

・卓話のチャンス有難うございます 佐藤 多加志君 

・早退お詫び 北本 良弘 君 

・早退お詫び 成田 隆志 君 

・早退お詫び 東村 正剛 君 

２０１０年～２０１１年度 

国際ロータリーのテーマ 

地域を育み 

大陸をつなぐ レイ・クリンギンスミス 

国際ロータリー会長 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 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 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1時 30 分 
〒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 

創立 1967 年 12 月 26日 
■会 長 加藤 敏明 
■幹 事 中原 毅 
■会報委員長 小林 誉典 

◆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？ 
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「全日本吹奏楽コンクール金賞受賞への道」 

大阪桐蔭高校 吹奏楽部 総監督 梅田 隆司 氏 

森山 信一 会員 

「 癒 し 」 

松原 清一 会員 

ゲスト 大東市スポーツ少年団 野球部会 

石川 弘和 氏



皆様、こんにちは。全国高校野球選手権大会が 

始まり、一番暑い頃ですが、お変わりもなくご活 

躍されていると拝察いたします。 

今年は大阪桐蔭高校が出場しないので、甲子園 

の応援が無くゆっくり剣道の合宿でもと考えてい 

ます。 

さて、８月は会員増強及び拡大月間です。今年 

度は主な目標の一つに「会員増強」を掲げていま 

す。優れた資質を備えたロータリークラブ会員を 

勧誘し、会員増強計画を実行する必要があります。 

１．多くの情報を収集し、地域で事業や専門職に携わっているクラブ入会の資格を 

備えた人物を探し出す。又、人を介して紹介してもらいます。 

２．推薦者とクラブの会員増強委員が、直接候補者を訪れ、入会を勧めます。この 

ような直接訪問によって、候補者はロータリーの知識と経験談などを知ること 

ができます。 

会員増強は１日で達成されるものではないのは明らかです。全会員が、「会員増強 

がロータリーの源である」ということを周りに熱く伝えて頂きたいと思います。 

今年度目標５０名。宜しくお願いいたします。 

加藤 敏明 会長 会長の時間



「 波 乱 万 丈 」 

佐藤 多加志 会員 

周りが私の器を創造し容(かたち)をつくる。 

７年ほど前だったでしょうか？ 
2011 年 9 月、時のニューヨーク爆破テロ 

かっての真珠湾の真実ではないが、アメリカ 

のシナリオでは？と個人的に考えていた事を 

取引先の社長との会話の中で話をしたところ 

「佐伯さんの本を読まれましたね」・・・・・ 

読んだ事もないのに・・・・・ 

しかし、相手も興味深く同調して頂いたの 

で 思わず「ハイ」これが後につっぱり（虚勢）背伸びと繋がる。 

後日、その会社の部長が来社され「社長は感心してましたよ、若いのに大したもの 

だ」と聞いた私は、優越感！ 

「これ社長からです。先日のお話からすると多分気に入って貰えるだろう、すでに 

お持ちであれば失礼」との事で小説と・論説本を５冊 

１か月位が過ぎた頃、その社長より友達を紹介したいので食事にと誘われる。 

何も考えず日程を合わせ快諾する。 

電話を切った瞬間「あっ！ 食事の時に過日頂いた本の内容について聞かれたら如 

何しよう」その時点では、全く読んでなく会社の部屋に積み上げたまま（これがまた、 

後に結果良しとなる事に・・・・・） 

一週間もない 読もうと開いたものの歴史や国語に弱い私にとってまた、全く興味 

のない分野であり読む気力もなかった。副島・・・「もし、アポロが月面着陸してい 

なければ・・・」こんな感じの本でした。 

食事当日、まぁ、ええか しゃない どないかなるか 開き直りで逢いました。 

案の定、社長より「過日、お渡しした本は余計なお節介と思いましたが・・・・」 

と言われ、何て答えよ、頭の中が過ぎり瞬時に「とても、自分の人生にとって参考と 

なり部分的には糧となる言葉も見つける事が出来ました。ただ、相反する事も多分に 

ありましたが反面教師と思える事も出来たので良かったです。内容については、社長 

のお時間のある時にでもまたゆっくりと時間を取って頂き聞いて下さい。」と笑って 

締めくくって セーフ。俺は、詐欺師か・・・ 

同席された方は、名刺こそ貰えなかったのですが「三枝さん」という方で、社長が 

この人はとても人望があり仕事に対する考えかたがユニークでことごとく成功され 

てる人と紹介して頂いた。 

先週の卓話



仕事の内容などを聞いても、パーソナル？？？？ 意味が分からないし知らんとも 

言えず、まぁ、関係ないわと思いつつ、へぇー凄いですね。そんな息絶え絶えの会社 

を再生されるなんて、 どういう手法でやられたんですか？よいしょのノリで会話を進 

めた。 

色々 話して貰えるがこれまた難しい。解ったふりをしながら食事の内容に話題を 

スイッチさせ、ふぅ～ 気分的には早く帰りたい退席したい！ 

ほどなく食事を終えお礼の挨拶をした折、三枝さんから「これ良かったら読んでみ 

て下さい。プレゼントします」 一冊の本を渡された。 （エッ また本！） 

社長から「その本、三枝さんが執筆されてるんですよ」またまた えっ！ 

これが後に商売として繋がった企画販売会社「ミスミ」の社長だったんです。 

話は、戻りますが会社の部屋に積み上げた本、これがまたメガバンクの支店長が挨 

拶に来た時に目にとまって「社長、その本面白かったでしょう」 え！ 

これや！ 間髪入れずに「支店長はどのように面白かったんですか？」 

１０分くらい支店長の独説！ 

この内容を今度、社長と会った時にアレンジして話そ！ ラッキー 

「社長は如何でした？」えっ 自分人生にとって・・・・・ 

その支店長から後日、食事の誘いがあり、社用車で迎えに来ると言う来たのは部長 

が同乗して「支店長は現地でお待ちしてます・・・・・ あの支店長 名物支店長 

なんですわ。知ってはりました？」 全然、知らん！ 

当時、「日経ベンチャー」に毎号３ページ程の枠で執筆しているとの事。 

また 本！ 

今でも、周りの勝手な創造でついて行く事に精一杯 

背伸びして、虚勢をはって やはり先入観は怖い 

この様な事が、続いた時期に自分を曝け出す意味と決意を中国工場で書き留めた語 

がある。ここに、書き添えます。 

日々是新 

日々是新たなれば、すなわち日々是好日。素直で謙虚で、しかも創意に富む人は、 

毎日が明るく、毎日が元気。素直に・謙虚に・朗らかに・真実を語り、真実を教え合 

う。長所・短所－それは人間のいわば一つの宿命である。その宿命を繁栄に結びつけ 

るのも貧困に結びつけるのも、つまりはおたがいの心くばり一つにかかっているので 

はなかろうか。 

「変化価値論」 

変化は、価値なり進化なりというこれは人生観の根幹。昨日の自分と今日の自分は 

少しでも変わっている事、進歩している事。昨日の最高を今日の最低にしたい。今日 

の是を明日の非にしたい。そう心がけ実践していくのが本来の行動原理。 

日々を新たにしていく事で心が変わる。心が変われば意識が変わる。意識が変われ



ば行動も変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格 

が変われば運命が変わる。日々新たにしていく事が前進であり進歩である。 

冒頭文は、松下幸之助氏が執筆したＰＨＰ研究所から発刊されている「道をひらく」 

の一説である。２７０ペ－ジからなるこの書籍を何気無く書店で購入し読み始め 

た・・・・・・ 

今、小生、反省深考せねばと強く感ずる。いや、解っている事を再度、自覚認識し 

何度も言い聞かせなければと強く思う。 

何故なら過去を振り返り、時にせこく、我が強い自分において一つの事態が過ぎた 

後に自分自身が卑怯で情けなくなる事が多々あった。あのときの一言・嘘やその事項 

を貫き通す為の権力振舞い、時にして事態は思った通りに成ったとしても非常に後味 

悪く、かとて自我を責め他に、反省の過程を説明弁解する事も出来ず非常に姑息に己 

の小心さに厭きれ返ってしまう。この様な事が繰返されていたのでは・・・ 

ここで前もって述べておかなければならない事がある。小生、読書も今でこそ出来 

る様になったが２年前までは、インテリア的にいや、かっこをつける為に読みもしな 

い書籍を買いあさり時には「まえがき」だけを読んでは他人に書物の内容などをあた 

かも熟読したかの如く推奨したり、評論したり賢者のように振舞っていた。何の為 

に？ただ、若輩ながら経営者の立場として周りからの高い評価を得たかったに違いな 

い。なんて、愚かで姑息だったのか、詐欺師の様にも思える。読書だけでなく当時の 

人生全てかも知れない。そんな折、ある人物の一言が大きく人生を変え、本当に読む 

きっかけとなった。その人とは今現在も良き友人いや、人生道の恩師として崇拝して 

いる。 

「どうせ一度しかない人生・男として、かっこよく生きよ」人社会に揉まれる中で 

の人生で最も必要不可欠な事は人を知り己を知る事、その為の近道が「本を読む事」 

この一言であった。『かっこよく生きる』この意味の成すところ当初は理解出来ずに 

悩んだ。知識も知恵も無く加えて負けず嫌いがこの意味を聞く素直さも無く、返って 

これまでの小生の人生を見下されるのではと思う恐怖感［今まで虚勢を張っていた自 

分を暴かれる］が、よし読んでみようと気にさせたのだと思える。 

今では、自己解釈に過ぎないが『かっこよく生きる』とは、「武士道」と解釈し、 

日々人生を刻んでいる。 

そんな人生の中で、この「道をひらく」と出遭った。 

書かれている内容は人として理想されど当たり前の人生論を現代描写に合わせ説 

法的な論説で構成されている。これを読めば読むほどいや、読み返すほど解っている 

事、でも当たり前の様（常識的）に出来ていない事またこれ等を人間本来のエゴと卑 

屈な言い訳を正面からとらまえ改心を気づかせ、勇気づけられる内容に大きく感銘を 

受ける。 

今更と、思われるかも知れないが小生にとっては今後の目標指針の再確認と揺るが 

ぬ邁進力を養われ且つ大きな勇気付け、改心発起になった。 

先に述べたこの「武士道」自己解釈なから非常に厳しく時折、「まっええか」等と



枉げてしまっていたり「なんで、ここまで我慢せなあかんのか」等と小心さが出たり 

まだまだ修行せなあかんなと言い聞かせる毎日だが、今改め更に邁進・大きな器（心） 

で心新たに今後の人生を有意義に『かっこよく生きる』と決意した。 

何故、このような事を書き記したのかそれは、小生自身に言い聞かせ過去の自分を 

さらけ出し、言い訳を断ち切る為に昨日までと今日からの切替日（節日）とする為に。 

愚痴言わず・比較せず・振り返らず・武士道を肝に銘じて“日々是新たなり”道は 

必ずひらける。 

中国 新生電子有限公司にて 

平成１６年１２月１６日 

佐藤 多加志 

ロータリークラブに入会させて頂き大きな財産を得ました。 

昨年、事業危機の折り 指針に迷い欠席続きの私に谷中先輩は「とにかく一回出て 

おいで（出席）」と言われ、こんな話をしてくれました。 

「厳しい環境（状況）は、お前だけと違う！ 皆見てみ 笑って楽しそうに会話し 

てるけど、それなりに大変なんや ここに来て、たかが一時間足らずやけどメンバー 

間で虚勢張りながらでも笑みで話してるんやで 話しているうちに伝わってくるし 

色々な情報も得る事が出来る。今みたいに大変な時期やからこそ出席する事が大切と 

違うか！」 

とても、勇気づけられ嬉しかった事を今でも鮮明に覚えています。 

今ここで、卓話の時間を与えて貰う事が出来 更に自分を曝け出す事が出来たのも 

その時に素直にそうしてみようと思えたからです。 

メンバーの皆さんに感謝すると共に、今後とも御指導を宜しくお願い申し上げます。 

ご清聴有難うございました。 

「夕立や 草葉をつかむ むら雀」 

与謝蕪村 

夏の午後、急に夕立が降ってきた。雀たちはこまって草葉のか 
げにかくれて、ちぢこまっている。 
夕立のすさまじさを詠んでいる。「むら雀」＝雀の群れ。 

季語：夕立（夏）


