
       2017年02月15日（水） 

           （第2705回） 

        2017年02月22日（水） 

             （第2706回） 

前回例会（2704回）2/8 の主な内容 

      
      
    

例会日 出席 欠席 出席率 

02月08日 
01月25日 

32 

31 

   （内免除者 
        2名） 
   （内免除者 
        2名） 

11 78.05%【会員43名】 

メークアップ2名（75.61％） 

    

2016~17・RIテーマ 

28 
   平和と紛争予防 
    紛争解決月間  

1、冬のリビエラ   2、なごり雪  3、切手のない贈り物 

本日のピアノ演奏 

   「 古代史の異説  」 
     他谷 勝 会員 
   広報雑誌・会報委員会  

    「 フォーラム 」     
 三浦 均会長  石谷 隆子幹事          
担当：職業分類・会員選考委員会  

◎幹事報告（幹事 石谷 隆子） 

〇3月15日（水）の例会は創立56周年夜例会です。 

〇㈱クマヒラ会長 熊平雅人様（東京ＲＣ）より「抜萃の 

 つづりその七十六」いただきましたので、メールBOXに  

 配布しています。 

〇2月15日（水）例会卓話の時間「フォーラム」の説明。 

〇2017～18年度ロータリー手帳の申込ご案内 



  

◎会長の時間 
（ 会長 三浦 均 ） 

卓  話 

◇◇◇委員会報告◇◇◇ 

職業奉仕委員会  （村田委員長） 

お箏の出前授業のお知らせ 

〇日時：2月9日（木）13：00集合 

 場所：守口市立金田小学校 

〇日時：2月10日（金）10：15集合 

 場所：守口市立梶小学校 

石井 会員 プロゴルファー松山選手の世界で   
      の活躍を喜んで。 
三浦均会員 川村直前会長、先日はありがとう 
      ございました。 
      02／08ニコニコBOX  817,000円  
 
石橋 会員 昨日、後期高齢者になりました。 
      浄土へのカウントダウンがはじま 
      りました。 
      とりあえず記念基金へ。100,000円 
  
    

（～卓話本文は、次ページに掲載～） （～会長の時間、 
     本文は、次ページに掲載～） 

クラブ研修委員長   
  佐治 信隆 



  

◎会長の時間 
（ 会長 三浦 均 ） 

卓  話 

「独立自治」 店員各自がその持ち場において
独立して自己の仕事に全責任を負って完全に遂
行する。鍛錬強化された店員が一致団結して総
力を結集する。 
 
「黄金の奴隷たるなかれ」 事業を目的とし、
金を目的とするな。しかし、金を軽視するので
なく、経費を節約し、無駄を省いて大いに儲け
る。が、あくまで事業を主とし、資本蓄積を従
とする。 
 
「生産者より消費者へ」 社会の利益に立脚し、
生産者と消費者の間で専門的知識を供与して相
互の利益を図る。 
  
 実際、終戦でほとんどの資産を失いながらも
1000人の社員を一人もリストラせず、社員の給
料を払うために私財を擲って、「だめなら最後
は乞食をしよう」と言いました。だからこそ、
社員も必死になって業績をあげ、幾多の試練を
ことごとく乗り越えたと言います。 
 
 今日、出光佐三の価値が広く認められる機運
が有るということは、「戦後民主主義」の中で
「日本人」たることを怠ってきた日本人の心に、
本来の日本人とは何かというヴィジョンを求め
る心が湧き上がってきているのではないでしょ
うか。 

植物          動物 
 
1、 英桃（山桜桃）ゆすらうめ1、  膃肭臍 おっとせい 
2、 榠樝  かりん      2、  蝸牛  かたつむり 
3、 胡瓜  きゅうり     3、 海豚  いるか 
4、 樒   しきみ（しきび）4、 烏賊  いか 
5、 芋茎  ずいき      5、 海星  ひとで 
6、 艾   もぐさ      6、 海馬  とど 
7、 女郎花 おみなえし    7、 蜩   ひぐらし 
8、 南瓜  かぼちゃ     8、 蟋蟀  こおろぎ 
9、 木通  あけび      9、 鼈   すっぽん 
10、木耳  きくらげ     10、 鼯鼠  むささび 
11、紫陽花 あじさい     11、 海獺  らっこ 
12、馬酔木 あせび      12、 栗鼠  りす 
13、虎杖   いたどり     13、 馴鹿  となかい 
14、鬱金   うこん       14、 瓢虫  てんとうむし 
15、団栗  どんぐり      15、 海鼠   なまこ 
                16、 蝙蝠   こうもり  

『読めない漢字』 
 

クラブ研修委員長   
  佐治 信隆 

出光 佐三   

鳥           魚・貝 
 
1、 家鴨  あひる    1、海鰻  あなご 
2、 鶉    うずら     2、浅利  あさり 
3、 鴛鴦  おしどり   3、年魚  あゆ 
4、 金糸雀 かなりあ   4、鮟鱇  あんこう 
5、 軍鶏  しゃも    5、鰒   あわび  
6、 雲雀  ひばり     6、岩魚  いわな 
7、 鵯   ひよどり   7、鯎   うぐい 
8、 梟   ふくろう   8、鱚   きす 
9、 杜鵑  ほととぎす  9、牡蠣  かき 
10、百舌   もず      10、旗魚  かじき 
11、郭公   かっこう   11、鰈   かれい 
12、啄木鳥  きつつき    12、皮剥  かわはぎ 
13、鸛    こうのとり  13、泥鰌  どじょう 
14、頬白   ほうじろ    14、翻車魚 まんぼう 
15、朱鷺   とき      15、鯰   なまず 
16、十姉妹  じゅうしまつ 16、蜆   しみず 
17、 鸚鵡  おうむ     17、鮪   まぐろ 

 昨年末に公開された映画「海賊と呼ばれた
男」は出光興産の創業者である出光佐三がモ
デルです。同時代には、松下幸之助や本田宗
一郎などのカリスマ的な経営者がいますが、
彼らを「名経営者」とすれば、佐三は何か思
想家とも言うべき存在です。日本人はどうあ
るべきか、人間が働くとはどういうことかに
ついて独自の思想を鍛え上げ、その実践とし
て経営があった人で、社員にも、働く意義を、
「真に働く姿を顕現して、国家社会に示唆を
与える」と訓示していました。その思想の根
底には、深い愛国心が有ったのです。 
 
 昭和15年の紀元2600年に「紀元二千六百年
を迎えて店員諸君とともに」と題して出光の
主義方針が掲げられています。 
 
「人間尊重」 社会は人間が作ったもので人
間が中心。店員の人格を尊重し、修養、陶冶、
鍛錬して完成された個々が、さらに団結して
国のため人のために働く。 
 
「大家族主義」 いったん出光に入った店員
は、家に子どもが生まれたつもりで、すべて
の事柄を親兄弟という気持ちで解決していく。 
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