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卓話 「創薬研究の流れについて」　大日本住友製薬株式会社
  　総合研究所
  　グループマネージャー・薬学博士
   采　輝昭 様
  　　　瀧川パスト会長ゲスト
Weekly No. 1523は村井副委員長が担当しました。
Weekly No. 1524は田中（孝）委員長が担当の予定です。

（本日の原稿をお渡し下さい）

会長挨拶 石﨑会長

先週内容

次週 第1525回 例会予告　平成26年2月24日

卓話 「ロータリー創立記念日に因んで」
 　－吹田西ロータリークラブの歴史－
   瀧川パスト会長
今週の歌 「四つのテスト」

第1524回例会　平成26年2月17日

ロータリー２月は世界理解月間です。

ロータリーの誕生とその成長
20世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経
済の発展の陰で、商業道徳の欠如が目につく
ようになっていました。その頃、ここに事務所

世界理解月間

を構えていた青年弁護士ポール・ハリスは、
この風潮に耐えかね、友人４人と語らって、お
互いに信頼のできる公正な取引をし、仕事上
の付き合いがそのまま親友関係にまで発展す
るような仲間を増やしたい、という趣旨でロー
タリークラブという会合を考えました。ロー
タリーとは集会を各自の事務所持ち回りで順
番に開くことから名付けられたものです。
こうして1905年２月23日にシカゴロータ
リークラブが誕生しました。

日本のロータリー
わが国最初のロータリークラブは、1920（大
正9）年10月20日に創立された東京ロータリー
クラブで、翌1921年4月1日に、世界で855番
目のクラブとして、国際ロータリーに加盟が
承認されました。
その後、日本のロータリーは、第2世界大戦
の波に洗われて、1940年に国際ロータリーか
ら脱退（ドイツ、オーストリア、イタリア、ス
ペイン）します。戦後1949年3月になって、再
び復帰加盟しますが、この時、復帰に尽力して
くれたのが第３代事務総長ジョージ・ミーン
ズでした。その後の日本におけるロータリー
の拡大発展は目覚ましいものがあります。ロー
タリー財団への貢献も抜群で、今や国際ロー
タリーにおける日本の地位は不動のものにな
りました。

①会社について

•当社のオーナーである五十嵐庸公（いがら

し・のぶまさ）の家業が垂水町の精肉店。

•弟の五十嵐崇晃（いがらし・たかあき）が精

肉店を継ぎ、兄である五十嵐庸公は脱サラ

で人材派遣会社（株式会社ジャパンクリエ

イト）を平成13年に設立。

•平成13年に国内初のBSE発生、平成14年は

食肉偽装表示問題が多発。精肉店7店舗と食

品スーパー 2店舗まで拡大していた家業の

会社が経営難になり、平成15年にジャパン

クリエイトの傘下に入る。

　※このタイミングで掘がジャパンクリエイ

トへ入社

•平成16年頃から「業務スーパー」へのテナ

ントとしての出店拡大。独立志向が強く、経

験が必要な食肉の仕入れや加工、販売の技

術を持っている職人に委託契約で店長とし

て店舗運営を任せることで、次々に良い人

材が集まる。

•業務スーパーという業態が薄利多売（→グ

ラム単価を安く＋大容量パックで販売）の

モデルであることと、食肉業界が厳しくなっ

ていくにつれて、逆に仕入の面で個店より

も有利な仕入が出来るようになり、価格競

争力が高まる。

•平成17年にジャパンクリエイトより分社。

松尾芭蕉の言葉『不易流行』と近江商人の『三

方良し』の精神で、嘘をつかず安心・安全な

商品を価値ある価格で提供すること、頑張っ

た分だけ所得に反映される価値ある雇用の

場を仕組みと店舗開拓により提供すること、

適正収益とそれによる納税をはじめ社会に

とって存在価値のある社会となることを込

めて『バリューネットワーク』という社名を

つける。

•ジャパンクリエイトグループとして、10社

で国内外21事業を展開。この吹田市内でも

飲食店（江坂）、食肉小売や惣菜販売（豊津）、

介護サービス（垂水町）、女性専用フィット

ネスクラブ（山田、北千里）を展開。事業展

開と吹田での地域貢献を目指す。
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幹事報告 井伊幹事

◦ロータリー財団、米山奨学会よりそれぞれ
確定申告用領収書が届きましたので、お配
り致します。

◦ロータリーの友2月号が届きましたのでお配
りします。また、熊平製作所様より「抜萃の
つゞり その73」をいただきましたので、お
配りします。

◦箕面RC様より第1組IM講演会のご案内が届
いております。回覧致しますので、ご希望の
方はご参加ください。

◦ホームページへの不正アクセスのお知らせ
を1月30日に送付致しましたが、なおってい
ますのでホームページを開いても支障あり
ません。

◦第8回理事会議事録
①４月プログラムについて承認されました。
②春の移動家族例会について、大阪マリオ
ネット都ホテルで実施されることが承認
されました。
③クラブへの賞状のコピー化見積りについ
て、事務局、正文社印刷で確実にデータを
管理することで承認されました。
④クリスマス家族会決算報告が承認されま
した。
⑤35周年記念事業について、記念例会とし
て実施することが承認されました。実施
内容については、次年度理事会で決定し
ます。
⑥次年度地区補助金の申請について、国内
で申請すること、実施内容については次
年度澁谷社会奉仕委員長が検討中。

出席報告

●会　員　数 50名 ●来　　　客 1名
●出席会員数 35名 ●本日の出席率 87.50％
●1月6日の出席率（メーキャップを含む） 100％

澤井委員長

①会社について

•当社のオーナーである五十嵐庸公（いがら

し・のぶまさ）の家業が垂水町の精肉店。

•弟の五十嵐崇晃（いがらし・たかあき）が精

ゲ　ス　ト 堀委員

 尼崎南RC  六島　大  様

誕生御祝－２月

 昭和 49 年 2 月 4 日 村井会員ご夫妻
         以上1組

結婚御祝－２月

肉店を継ぎ、兄である五十嵐庸公は脱サラ

で人材派遣会社（株式会社ジャパンクリエ

イト）を平成13年に設立。

•平成13年に国内初のBSE発生、平成14年は

食肉偽装表示問題が多発。精肉店7店舗と食

品スーパー 2店舗まで拡大していた家業の

会社が経営難になり、平成15年にジャパン

クリエイトの傘下に入る。

　※このタイミングで掘がジャパンクリエイ

トへ入社

•平成16年頃から「業務スーパー」へのテナ

ントとしての出店拡大。独立志向が強く、経

験が必要な食肉の仕入れや加工、販売の技

術を持っている職人に委託契約で店長とし

て店舗運営を任せることで、次々に良い人

材が集まる。

•業務スーパーという業態が薄利多売（→グ

ラム単価を安く＋大容量パックで販売）の

モデルであることと、食肉業界が厳しくなっ

ていくにつれて、逆に仕入の面で個店より

も有利な仕入が出来るようになり、価格競

争力が高まる。

•平成17年にジャパンクリエイトより分社。

松尾芭蕉の言葉『不易流行』と近江商人の『三

方良し』の精神で、嘘をつかず安心・安全な

商品を価値ある価格で提供すること、頑張っ

た分だけ所得に反映される価値ある雇用の

場を仕組みと店舗開拓により提供すること、

適正収益とそれによる納税をはじめ社会に

とって存在価値のある社会となることを込

めて『バリューネットワーク』という社名を

つける。

•ジャパンクリエイトグループとして、10社

で国内外21事業を展開。この吹田市内でも

◦次週の例会は休みですのでよろしくお願い
します。

飲食店（江坂）、食肉小売や惣菜販売（豊津）、

介護サービス（垂水町）、女性専用フィット

ネスクラブ（山田、北千里）を展開。事業展

開と吹田での地域貢献を目指す。
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◆尼崎南RC　六島様
宮川様、昨年は大変お世話になり本当に
ありがとうございました。渡辺さんも喜
んでおられました。

◆𠮷田会員
本日2月3日は私の75回目の誕生日で
す。明日より後期高齢者となります。
老人の仲間入りとなり、医療費等は倍
額となり介護自己負担金も増額が検討
されているようです。くわばら、くわ
ばら。

◆石﨑会長
豊中服部天神宮にて節分「福豆まき」
をしました。You Tube動画に出ますの
で見て下さい。

◆髙木会員
明日は立春です。明るい年になります
ように。

◆澁谷会員
青木先生、今日はありがとうございま
した。

ニコニコ箱 橋本（徹）SAA

①会社について

•当社のオーナーである五十嵐庸公（いがら

し・のぶまさ）の家業が垂水町の精肉店。

•弟の五十嵐崇晃（いがらし・たかあき）が精

卓　　話卓　　話
堀会員「私の職業」

山岡副委員長ロータリー財団委員会

本日、𠮷田会員より特別寄付を頂きました。
ご協力ありがとうございました。

肉店を継ぎ、兄である五十嵐庸公は脱サラ

で人材派遣会社（株式会社ジャパンクリエ

イト）を平成13年に設立。

•平成13年に国内初のBSE発生、平成14年は

食肉偽装表示問題が多発。精肉店7店舗と食

品スーパー 2店舗まで拡大していた家業の

会社が経営難になり、平成15年にジャパン

クリエイトの傘下に入る。

　※このタイミングで掘がジャパンクリエイ

トへ入社

•平成16年頃から「業務スーパー」へのテナ

ントとしての出店拡大。独立志向が強く、経

験が必要な食肉の仕入れや加工、販売の技

術を持っている職人に委託契約で店長とし

て店舗運営を任せることで、次々に良い人

材が集まる。

•業務スーパーという業態が薄利多売（→グ

ラム単価を安く＋大容量パックで販売）の

モデルであることと、食肉業界が厳しくなっ

ていくにつれて、逆に仕入の面で個店より

も有利な仕入が出来るようになり、価格競

争力が高まる。

•平成17年にジャパンクリエイトより分社。

松尾芭蕉の言葉『不易流行』と近江商人の『三

方良し』の精神で、嘘をつかず安心・安全な

商品を価値ある価格で提供すること、頑張っ

た分だけ所得に反映される価値ある雇用の

場を仕組みと店舗開拓により提供すること、

適正収益とそれによる納税をはじめ社会に

とって存在価値のある社会となることを込

めて『バリューネットワーク』という社名を

つける。

•ジャパンクリエイトグループとして、10社

で国内外21事業を展開。この吹田市内でも

飲食店（江坂）、食肉小売や惣菜販売（豊津）、

介護サービス（垂水町）、女性専用フィット

ネスクラブ（山田、北千里）を展開。事業展

開と吹田での地域貢献を目指す。

◆瀧川会員
誕生祝い有難うございます。

◆堀会員
本日の卓話でお話しさせていただきま
すが、お聞き苦しいところもあるかと
思います。宜しくお願い致します。

◆小川会員
体調不良で連続欠席のおわび。

◆佐藤会員
昨日は気持ちよくサッカーができたの
で。

◆郷上会員
お久しぶりです。福は内！

◆西村会員
ここの会場で1月30日、株主総会が無
事終了しました。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 52,000円
 累計のニコニコ箱 1,061,000円
──────────────────
◎西村副SAA
２月は血液型での席になっております。
本日運気が良いのはO型の方です。好奇
心が旺盛になる一日。特技や趣味をいか
せる機会が増え楽しく過ごせるかも！
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①会社について

•当社のオーナーである五十嵐庸公（いがら

し・のぶまさ）の家業が垂水町の精肉店。

•弟の五十嵐崇晃（いがらし・たかあき）が精

木下会員「私の職業」

肉店を継ぎ、兄である五十嵐庸公は脱サラ

で人材派遣会社（株式会社ジャパンクリエ

イト）を平成13年に設立。

•平成13年に国内初のBSE発生、平成14年は

食肉偽装表示問題が多発。精肉店7店舗と食

品スーパー 2店舗まで拡大していた家業の

会社が経営難になり、平成15年にジャパン

クリエイトの傘下に入る。

　※このタイミングで掘がジャパンクリエイ

トへ入社

•平成16年頃から「業務スーパー」へのテナ

ントとしての出店拡大。独立志向が強く、経

験が必要な食肉の仕入れや加工、販売の技

術を持っている職人に委託契約で店長とし

て店舗運営を任せることで、次々に良い人

材が集まる。

•業務スーパーという業態が薄利多売（→グ

ラム単価を安く＋大容量パックで販売）の

モデルであることと、食肉業界が厳しくなっ

ていくにつれて、逆に仕入の面で個店より

も有利な仕入が出来るようになり、価格競

争力が高まる。

•平成17年にジャパンクリエイトより分社。

松尾芭蕉の言葉『不易流行』と近江商人の『三

方良し』の精神で、嘘をつかず安心・安全な

商品を価値ある価格で提供すること、頑張っ

た分だけ所得に反映される価値ある雇用の

場を仕組みと店舗開拓により提供すること、

適正収益とそれによる納税をはじめ社会に

とって存在価値のある社会となることを込

めて『バリューネットワーク』という社名を

つける。

•ジャパンクリエイトグループとして、10社

で国内外21事業を展開。この吹田市内でも

運送屋の家系に育った私が、歯科医師を目

指したのは、父の夢でもあり、その父が亡く

なった理由探しでした。しかし長男である私

が稼業の運送屋を継がず歯科医師となれたの

は母が引き継いでくれたからです。当初は独

り身となった母を支え、養うための歯科医師

免許獲得が目標でした。しかし女性ならでは

の安全経営で母は息子に養ってもらうどころ

か、遥か彼方の地位へと登って行きました。

4年程前、そんな母親の病気を機に稼業の運

送会社を引き継ぐ事を決めました。全く違う

業界で大変でしょう？とよく気に掛けて頂く

のですが、人間が繋がって、日々を繋げていく

様は、医療現場によく似ていて、人間力によっ

て支えあってる事を痛感しています。

運送業界も厳しい状況のなか、祖父と父が

創り上げた伝統を母が守った運送会社を、医

療現場で培った視点で目配せし、次期社長に

なるべく修行中でございます。今後ともご指導、

ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

飲食店（江坂）、食肉小売や惣菜販売（豊津）、

介護サービス（垂水町）、女性専用フィット

ネスクラブ（山田、北千里）を展開。事業展

開と吹田での地域貢献を目指す。


