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卓話 「踏み出す勇気、その決断があなたを守る!!」
　　　　 吹田警察署　生活安全課 課長　　
　　　　　　　 警視　高嶋 修一 様
　　　　　　　　　 永田会員ゲスト

今週の歌「君が代」「奉仕の理想」

第1438回例会　平成23年12月5日

「ロータリーの理念と精神の追求」

卓話 「年次総会」
Weekly No. 1438は榎原委員長が担当しました。
Weekly No. 1439は水間副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 阪本会長

先週内容

次週 第1439回 例会予告　平成23年12月12日

Weekly No.1438／ 平成23年12月5日

出席報告
●会　員　数 48名 ●来　　　　客 0名
●出席会員数 35名 ●本日の出席率 85.37％
●10月31日の出席率（メーキャップを含む） 100％

𠮷田委員長

紙谷幹事幹事報告

◦２週間のご無沙汰です。急に寒くなってい
ます。先日、職業奉仕事業の一環として、豊
津第一小学校で出前授業が実施されました。
杦本会員の「人工衛星『まいど１号』宇宙へ」
の説明とビデオの映像を４、5、６年の生徒
にして頂きました。参加頂いた会員の皆様
ご苦労様でした。
◦13日、GSEで来日されていたスリランカの
シャマリさんの受け入れに際して、瀧川パ
スト会長ファミリーのお世話に心から感謝
を申し上げます。16日には炉辺談話に彼女
を迎えて食を共にしました。
◦ナコンパノムRC20周年参加ご苦労様です。
◦昨日は大阪府知事、大阪市長の同日選挙が
行われ、結果は府知事に松井氏、市長に橋下
氏となりました。投票率は知事選53%、市長
選60%でした。

ロータリー財団月間

◦ロータリーの友12月号が届きましたのでお
配りしました。
◦本日例会終了後、定例理事会を開催致します。
理事の方はお残り下さい。
◦地区大会にて「2010 ～ 2011年度RI会長賞」
を受賞致しました。
◦地区大会の出席証明書の提出がまだの会員
が数名います。メーキャップになりますの
で至急提出下さい。
◦「ロータリーの友」英語版を回覧しておりま
す。ナコンパノムにうかがった時の活動報
告が掲載されております。必要な方は525円
（実費）となりますのでお申し出下さい。

会員
 昭和 28 年 12 月 3 日 本田会員
 昭和 12 年 12 月 10 日 尾家会員
 昭和 35 年 12 月 17 日 木田会員
         以上3名
会員夫人
    12 月 18 日 澤井会員夫人
    12 月 26 日   勝  会員夫人
    12 月 29 日 梶山会員夫人
         以上3名

誕生御祝－１２月
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◆清水会員
尾家パスト会長、お世話になりました。
また、昨日の野球、4打数2三振のおわ
びです。すみませんでした。
◆坂口会員
阿部会員にお世話になりました。
◆尾家会員
来る12月7日、茨木カントリー倶楽部
をご利用頂きありがとうございます。
◆榎原会員
タイ・ナコンパノムより洪水の被害も
うけず無事帰ってまいりました。
◆右松会員
本日の卓話よろしくお願いします。
◆田中（孝）会員
結婚記念日のお花ありがとうございま
した。
◆仲辻会員
結婚記念日のお花ありがとうございま
した。金婚式まであと一年です。
◆石﨑会員
結婚記念日のお花のお礼。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 24,000円
 累計のニコニコ箱 554,000円

ニコニコ箱 勝副SAA

木田委員長社会奉仕委員会
　12月1日、クリーンデーを行います。東急イン
前に7:30集合願います。
タイより無事帰ってきました。ナコンパノムの20
周年式典の出席の大役をおえました。詳しくは
後日発表させていただきます。

髙木委員長青少年委員会
　今年9月に卓話をして頂いた、㈳ガールスカウ
ト日本連盟大阪府支部からの案内です。
　今年7月、英国スコットランドのエジンバラで開
催された、ガールガイド・ガールスカウト世界連
盟第34回世界会議において、少女たちの主体的
な地域活動に与えられる世界連盟の「オレブ賞」
を、大阪市部の平和提唱事業「ミャンマースタディ
ツアー」が受賞されています。その活動をまとめ
た記念誌が届きましたので回覧致します。

・11月20日㈰　第3戦　対吹田RC
親子対決の試合、初回に相手新人投手
を攻め4点を先制！しかしその後、代
わった石井投手に抑えられ、追加点を
奪えずでしたが、後半6,7回に打線が爆
発し7点を追加！投げては岡投手の完封
劇で11対0の完勝でした！

これでブロック1位となり、決勝戦進出と
なりました。決勝戦は以下となります。皆
様応援よろしくお願い致します。

日時：12月4日（日）14:50試合開始予定
場所：箕面市サントリー球場
相手：くずはRC

・11月27日㈰　第4戦　対大阪中之島RC
リーグ最終戦、初回1点を先制されまし
たが、2回裏に3点を奪い逆転に成功！
その後も2点を追加し、5対2で迎えた6
回裏に2死からまさかの3点を奪われ同
点に追いつかれましたが、その裏1死３
塁のチャンスに不動の4番橋本（徹）会
員が見事レフトオーバー 2ベースを放
ち1点を勝ち越し！最終回は岡投手が
しっかり抑え、6対5で辛くも勝利しま
した！（キャプテン清水は無安打2三振
と大ブレーキ、私が打っていればもっ
と楽に勝てていました･･･反省）

清水会員野球同好会

卓　　話卓　　話

・目的は何か、明確にした方が良い。
・国からもキャリア教育をしなさいと指導が
きている。

「職業奉仕 炉辺談話」 大藤委員長

 チーム名 一 二 三 四 五 六 七  計 
 吹　田 0 0 0 0 0 0 0 0
 吹田西 4 0 0 0 1 6 X 11

第３戦結果

 チーム名 一 二 三 四 五 六 七  計 
 大阪中之島 1 0 0 1 0 3 0 5
 吹田西 0 3 0 1 1 1 X 6

第４戦結果

・ロータリアンとして出前授業が一番ふさわ
しい。以前アンケートをとった。教育委員
会とも折衝しないといけないが、2～3年続
いていたが、途切れていた。
・江坂大池小学校に吹田江坂RCが出前授業を
していたが、今後継続していくか学校とも
協議必要。
・IMでも投げかけた。学校側が決める。何が
必要か学校が決め、要望し、それに答えら
れるか、学校がやりたかったら、継続する。
・国の答申、小中高に指導要領が入っている。
どうしたら良いのか、どの学校も困ってい
る。
・学校が要望しているのは、今の教育答申に
応じてか、または以前からの続きの要望か。
・地域貢献の一つである。
・公立はお金が無い。
・目的によってどうするか、小学校ならば、
話の内容が限られてくる。なかなか難しい。
・学校もどうしたら良いのか分からない。
　　（学校と密な連絡により解決するでしょう。）
・RCとしても、投げかけるのは良いが、学校
側の目的を明確に。
・RCから講演内容リストを作成し、投げかける。
・職業の体験談を話したら小学校はみんな喜
んでいた。
・これから年1回位、体験談を話すのも良い。
継続的に。
・内容を学校側とよく協議をする必要がある。
・有名人などを呼んで行うのも良いのではないか。
・職業体験をまた行っては。

このような意見が出ました。

ガバナー杯野球大会結果報告
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「私の職業」 石﨑会員

株式会社シンコー
代表取締役 右松 強
10,000,000円
10億
大阪府吹田市南吹田1-4-21
東京都千代田区岩本町2-17-2 
DBS東京ビル3F
32名
大阪 営業3名 企画3名 事務2名 
工場14名（パート含む）
東京 営業4名 企画5名 事務1名
「小さい強い会社」
「一人一人の働きで我々の生活を
向上し社会に貢献する。」
◦売れる売場づくりのデザイン、
　プロモーションの企画、製作
◦品質第一
◦納期厳守
販売促進助成物セールスプロ
モーション企画、立案と製作
（ディスプレイ）
POP広告、プラスチック板加工製作
プラスチック板、紙器、金物、木工、他
営業、企画、工場製作、管理、物流
各企業様からのオリエンテーション

　　　　↓　　　（2～ 10社）

プレゼンテーションと見積りを提案
　　　（企画・立案）　　↓

受　注
家電、カメラ、食品、スポーツ、
デジタル家電、他
昭和40年3月
　大阪市生野区にて親宏製作所を発足
昭和45年1月
　吹田市南吹田西移転
昭和48年7月
　株式会社親宏製作所
平成4年6月
　株式会社シンコーに社名変更
平成13年12月
　新社屋増築
平成15年3月
　東京営業所開設

・目的は何か、明確にした方が良い。
・国からもキャリア教育をしなさいと指導が
きている。

・ロータリアンとして出前授業が一番ふさわ
しい。以前アンケートをとった。教育委員
会とも折衝しないといけないが、2～3年続
いていたが、途切れていた。
・江坂大池小学校に吹田江坂RCが出前授業を
していたが、今後継続していくか学校とも
協議必要。
・IMでも投げかけた。学校側が決める。何が
必要か学校が決め、要望し、それに答えら
れるか、学校がやりたかったら、継続する。
・国の答申、小中高に指導要領が入っている。
どうしたら良いのか、どの学校も困ってい
る。
・学校が要望しているのは、今の教育答申に
応じてか、または以前からの続きの要望か。
・地域貢献の一つである。
・公立はお金が無い。
・目的によってどうするか、小学校ならば、
話の内容が限られてくる。なかなか難しい。
・学校もどうしたら良いのか分からない。
　　（学校と密な連絡により解決するでしょう。）
・RCとしても、投げかけるのは良いが、学校
側の目的を明確に。
・RCから講演内容リストを作成し、投げかける。
・職業の体験談を話したら小学校はみんな喜
んでいた。
・これから年1回位、体験談を話すのも良い。
継続的に。
・内容を学校側とよく協議をする必要がある。
・有名人などを呼んで行うのも良いのではないか。
・職業体験をまた行っては。

このような意見が出ました。

社 名
　
資 本 金
年 商
本 社
東京営業所
　
従 業 員 数

　
企 業 理 念

　
行 動 指 針

事 業 内 容

素 材
仕事の流れ

主要取引先

沿 革

GSEで来日中のシャマリさんをお迎えしての炉辺談話
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2011年度
ロータリー青少年指導者養成プログラム

「秋のライラ」報告書

日　時　2011年10月8日（土）～10日（月・祝）
場　所　財団法人大阪科学技術センター
　　　　　および　大阪府立少年自然の家
テーマ　「日本人の誇りを取り戻そう
　　　　　　　　　－21世紀の君たちへ－」
　　　　　　～人と社会とビジネスと～
主　催　国際ロータリー 第2660地区
ホスト　東大阪みどりロータリークラブ

株式会社ビケンテクノ　　
宮田 祐治 様

　私は、2泊3日でライラ研修に参加させて頂
きました。関西に住んでいる大学生や社会人
を中心に、東日本大震災で被災された福島県
南相馬市の方や外国人留学生等総勢約50名で
研修を行いました。
　初日はテレビにも多数出演されています青
山繁晴さんの基調講演を聞かせて頂きました。
講演では、「日本人の誇りを取り戻そう」をテー
マにお話をされていました。それを聞き、日本
人の誇りとは何かを考えさせられました。誇
りとは、日本の教養・歴史・個々の人生など
多岐に渡ると思います。言葉で言えば簡単で
すが、日常生活で誇りを持って生活をしてい
る人はどれぐらいいるのか、また誇りという
ものを常に意識している人はいるのかを考え
てみましたが、初日では結論が出ませんでした。
　基調講演の後バスに乗り、大阪府貝塚市に
ある府立少年自然の家に移動し、夕食後にオ
リエンテーションを行いました。あらかじめ
班が決まっていたので顔も名前も知らない方
ばかりでした。まず初めに自己紹介をし、交流
を深めるため「人間知恵の輪」というゲームを
行いました。話したことも無い人たちと手を
繋いだりするのは若干抵抗がありましたが、

実際やってみると会話をしなくても相手の事
が少し理解できたような気になりました。
　2日目は、朝には「エビ・カニエクササイズ」
というダンスを行いました。恥ずかしさもあり、
なかなか上手に踊れませんでした。その後「日
本ふるさと塾」を主宰されている萩原茂裕さ
んの講演を聞かせて頂きました。萩原さんの
お話は「町づくりは人づくり」というテーマで
した。全ての事に対してテーマを設定する事
が大切だとおっしゃっていたのが印象に残り
ました。今までテーマを設定する事が少なく、
軸がぶれていたのは目標が明確でなかった事
が原因だと感じました。
　昼食後、ヘリコプターの模型作りを各班で
行いました。見本の模型と同じように作成す
るというものでしたが、模型作りが始まると
見本を見に行く事が出来ないというルールで
あったので、役割分担をしっかりしなければ
なりませんでした。そこから協力することの
大切さを肌で感じる事ができました。また、
ゲームを通して、初日にはわからなかった個々
の性格も見えてきて楽しかったです。その後、
自己分析テストを行いました。自己分析をし
たのは就職活動以来でしたので、自分の長所
と短所を知ることができました。
　最終日、グループ発表が午後からの予定と
なっていました。午前中はグループ毎にテー
マを決め、グループ発表の準備を行いました。
私たちの班は、「若者は日本の誇りを失ってい
るのか」というテーマで話し合いました。この
話合いで自分の思っている事を発言する大切
さを学びました。
　最後にこの研修を通して、人と人との繋がり、
コミュニケーションの大切さ、協調性や積極
性など、様々な事を学びました。この研修で自
分自身の未熟さを感じることができ、今後もっ
と自分自身の視野を広げていきたいと思いま
す。
　今回、秋のライラ研修に参加させて頂き、こ
のような貴重な経験をさせて頂いたことに感
謝しています。ありがとうございました。


