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4つのテスト

●真実かどうか

第1728回例会

●みんなに公平か

平成31年4月6日

春の移動家族例会
（ザ・ガーデンオリエンタル大阪）

今週の歌
「四つのテスト」

大藤会長

皆さん今晩は。皆さんのお元気でなによりでござい
ます。私は、土曜日より花粉症がひどくなり、熱が出
て、寝込んでおりました。花粉症の薬を飲み忘れ、急
に体がだるくなり、うとうとしている間に寒気がし、
熱が出ました。今日、風邪かと思いましたが、アレル
ギーですねとの事です。薬はしっかり飲むことを覚え
ました。
先週、高槻西RCの30周年の祝賀パーティーに行っ
て参りました。元ポーランド大使のお話でしたが、
杉原千畝さんの功績等により、日本との友好関係が未
だ続いているのは、その方々のおかげでしょう。見習
いたいものです。
ロータリー精神に繋がるものがあるような気がしま
す。その際、あちらの幹事に、次年度は当クラブの40
周年事業がございますので、是非お越し頂きたい旨お
伝えしております。
さて、本日は待ちに待った新元号の発表の日です。
ヤフーでは概ね好評でありました。しかし地上波のテ
レビでは逆の結果であるかのような表現が目立ってい
たのは、大変心外でした。お祝い事の一つであるのだ
から、その感想を述べるのであればいいのですが、以
前東京オリンピックが決まった際の、経済ジャーナリ
ストがオリンピック後の経済の衰退を予想するとい
う、後ろ向きな発言とどこか似ているような気がし
て、大変不愉快でした。父親は戦争経験者であり、祖
母は原爆で亡くなりましたが、一度も天皇陛下の悪口
を聞いたことがなく、責任呼ばわりなどもってのほか
と言っておりました。今の豊かな日本の為に奔走され
た天皇陛下及び昭和天皇のご苦労を言い続けていたの
を思い出します。和は昭和回帰だの、令はゼロだのと

●みんなのためになるかどうか

の表現は耳を覆いたくなります。
功績は一切言わず、また、現在他国からの誹謗中傷
には一切触れないのはいかがなものかと。
ロータリーは正当な目線であり続ける必要性を感じ
ました。新元号を私は、お祝いしたいと同時に、 5 月
1 日を楽しみにしております。

ゲスト紹介

前回内容

会長挨拶

●好意と友情を深めるか

親睦活動委員会

マロニー株式会社 会長
ガバナー補佐
ガバナー補佐エレクト

近藤委員

河内 幸枝 様
松尾
浩 様
（高槻ロータリークラブ）
古城 紀雄 様
（千里ロータリークラブ）

幹事報告

榎原幹事

◇ 4 月誕生祝をお渡しします。結婚記念日の生花をお
送りしています。
◇ 3 月18日理事会報告
・ 5 ・ 6 月の卓話承認 5 月20日に新旧理事の引き
継ぎをする。
・事務局パソコン（Windows 7 ）が老朽化のため
買い替えが必要となり、伊藤会員に見積りをお願
いし、持回り理事会で購入が承認されました。
◇ロータリーの友 4 月号をBOXに入れています。
◇ 4 月 6 日（土）家族移動例会 4 月 8 日（月）振替で例会
休会となります。

出席報告

出席委員会

佐藤副委員長

●会 員 数 48名
出席会員数 42名
●来
客 3名
本日の出席率 95.45％
● 3 月18日の出席率（メーキャップ含む）100％

母子の健康月間

第1729回

例会予告 平成31年4月15日

卓話
軽減税率制度について
吹田税務署 署長 中川 恵子 様
（木田会員ゲスト）

インスピレーションになろう
社会奉仕委員会

紙谷委員長

4 月 1 日、江坂企業協議会主催のクリーンデイ参加
者は、堀会員・橋本
（徹）会員・本田会員・清水（良）会
員・阿部会員・塚脇会員・紙谷会員の 7 名でした。ご
協力ありがとうございました。

40周年実行委員会

紙谷委員会幹事

本日、例会終了後、40周年実行委員会を開催致しま
す。

親睦活動委員会

瀬川委員長

春の移動家族例会は、 4 月 6 日土曜日にザ・ガーデ
ンオリエンタル大阪で開催致します。
写真撮影は17時30分に行いますので、遅れ無いよう
お願いします。受付は17時から行っています。

ニコニコ箱
●尾家会員

清水
（大）
副SAA

今日、入社式を行い、33名の新入社員が

入ってきました。
●河邊会員

喫煙を休んで今日で一年と一日です。

●仁科会員

新入社員27名が入社してくれました。

●瀧川会員

孫が中学に進学です。

●阪本会員

4 月 7 日（日）は大阪府会議員・大阪府知

事選挙です。皆様、投票所へ行って下さい。
●榎原会員

結婚記念日の花、ありがとうございまし

た。
●坂本会員

次年度の補助金申請、受理されました。

ありがとうございました。
●木田会員 河内さん、今日はよろしくお願いします。
●長屋会員

長男が無事に高校入学しました。

●荻田会員

桜が咲きました。

●堀会員

河内会長、卓話よろしくお願い致します。

木田会員、ありがとうございます！
●髙木会員

河内さんをお迎えして。

●清水
（大）
会員 「令和」新年度を迎え、本年度もよ
ろしくお願い致します。
他に本日のゲストスピーカーの河内幸枝様よりニコ
ニコ箱に寄付を頂きました。
本日のニコニコ箱

65,000円

累計のニコニコ箱

1,143,000円

累計のニコニコB

6,000円

卓

話

マロニーと私

マロニー株式会社
会長

河内

幸枝 様

「マロニー」創業者の父は九州の農家に生まれ、 1
回目の召集を終えた後、満州に渡り土木事業で成功し
ていたようでした。しかし現地召集で敗戦を迎え 3 年
のシベリヤ抑留を生き延び、辛うじて帰国を果たした
のです。私は母に連れられ満州から 1 年以上かけて帰
国しましたが、弟を途中で亡くしています。
父は帰国後，色々な事業を経て「もやし」の製造販
売で成功し、その儲けすべてを「マロニー」開発につ
ぎ込みました。努力と幸運に助けられ「マロニー」が
生まれたのです。はじめは全然売れず、さすがの父も
青い顔をしていたのを覚えていますが、 2 年目を過ぎ
た頃から売れ始めました。商品の特徴と品質の良さ、
ずっと続けてきた広告宣伝のおかげと思っています。
私が会社に入ったきっかけは、夫が会社を継ぐため
入社していましたが、父と経営方針の違いで退社して
しまい、父が私を指名したからです。初出社の朝、父
は「次期社長の河内です」と私を紹介しました。
40代での入社ですから何も解らず苦労はしました
が、解らないことを徹底して聞くのが苦にならない
「鈍感力」が幸いしたようです。
父との葛藤もありましたが、「マロニー50年史」で
父の半生を描き、私が父の功績をよく理解していると
思ってくれたのか、それ以降、一切小言を言わなくな
りました。
会社といっても「家業」、それをなんとか「企業」
にしたいと考え、外部に人材を求めました。大企業か
ら優秀な人が 3 、 4 人、次々と入社し会社は大きく変
わりました。中村玉緒さんという得難いCMキャラク
ターに恵まれ、知名度も業績もあがりました。
後継者については長年考えていました。「家業から
企業へ」という考えも会社を企業にしなければ一族以
外に後継者を求められないという思いからです。
「マロニー」の製品、ブランド、業績を認め、従業
員の雇用継続を含め会社を継承してくれる企業はない
かと考えていた時、「ハウス食品」からお声がかかり
ました。最初にお会いした役員お二人の印象が当社と
合うように感じ、交渉に 1 年半ほどかかり苦労はしま
したが、弁護士はじめ外部のスタッフに恵まれ契約に
こぎつけました。
当社の社是は「和を持ってうんと働き、運と働こ
う」ですが、これも「運」ですね。
父は亡くなる前に「幸枝に会社を任せてよかった」
と言ってくれましたが、今もまたそう言ってくれてい
ると思います。

