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四つのテスト
●真実かどうか　
●みんなに公平か　
●好意と友情を深めるか　
●みんなのためになるかどうか

  ２０１０～１１年度
  第２６５０地区のテーマ

 
『ロータリーを良く学び、
 　変化を知り、
 　忘れたことを思い出そう』
 

　国際ロータリー第２６５０地区

  ガバナー　栗田 幸雄

Ｎｏ．１５４４
ＨＰ：ｈｔｔｐ://ｎａｒａｏｍｉｙａ-ｒｃ.ｊｐ　
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第33回 3月22日 
通算1545回

第32回 3月15日 
通算1544回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1544回　
●会員数         　68名　　
●出席免除者数　　 24名
●出席者数　　　　 50名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　82.0％

1542回の修正　
●会員数         　68名　　
●出席免除者数　　 24名
●出席者数　　　　 53名
●補填者数　　　  4+2名
●出席率　　　　 91.4％

例会状況報告

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「春がきた」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.卓話　
　UBSｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｱｾｯﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
　投信営業部長　日高　聖司　氏
　「資産運用のあれこれ」
６.閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム

２０１０－２０１１／３３
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会長報告
● ニュージーランドの地震に、当クラブから46,500円の義捐金が集まりましたので、
これを地区に送ります。

●東日本大震災につきまして、地区から義捐金の協力願いが来ています。自分があ
あいう目に遭った時どうなるのか。我々からはかなり距離もありますし、何度も
お願いして恐縮ですが、地区からの要請もありますので、義捐金をお願いたします。
今回を含め3回します。金額はお一人1,000円以上でお願いしたいと言うのが、地
区からの要請です。金額を言う必要はないかとも思いますが、連絡させて頂きます。

●この地震に関する地区方針が連絡されました。以下のとおりです。
1 クラブの行事については、クラブの自主性を尊重いたします。
2 ネガティブにならずにポジティブな考えでロータリー活動をお続け頂ければ
幸いです。

3 特に記念行事はクラブ歴史の礎であり、大切にしてください。
ただし華美にならないようにお心掛けください。

4 人道支援につきましては、各クラブ様の積極的なご協力をお願い致します。

●2月26日に開催されました、第2回県下会長・幹事会の議事録が、ホストである橿
原ロータリークラブから届いています。閲覧等の必要のある方は事務局までお申
し出ください。

●3月13日大和高田ロータリークラブの50周年記念式典に、増井次年度幹事と二人で
出席いたしました。今回の大震災と時期が重なり、50周年記念例会という形にな
りました。詳細は奈良新聞に細かく掲載されておりますので、そちらを読んで頂
ければと思います。

中條章夫　会員
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委員会報告
友好クラブ委員会・潮田委員長
ハワイのミリラニ・サンライズＲＣより地震のお見舞いが来ています。義捐金を送りたい、とのことですので、
理事会承認後、口座番号をお知らせいたしました。送金されましたら、ミリラニ・サンライズＲＣの名前を付
けて地区へ送ることとします。その他にも、私の所に、個人的に海外の他クラブからのメールが入っています。
私たちの奈良は被災地から離れているのであまり影響はなかったとはお伝えしていますが、もし義捐金等を送
りたいということがあれば、ミリラニ同様、地区に届けたいと思います。また、ロータリーを通さず、事業所
レベルや個人的に義捐金を送りたいのであれば、南都銀行各支店に日本赤十字社を通じての義捐金送金用紙が
ありますので、それをご活用ください。

プログラム委員会・髙野委員長
次回の卓話のＰＲをさせて頂きます。私の中学・高校の一つ後輩で、大学は同級生で銀行員時代までずっと一
緒で、現在は、UBSグローバル・アセット株式会社の投信営業部長の日高聖司さんに来て頂きます。海外経験も
非常に長く、御専門である個人の資産運用についてお話いただきます。

幹事報告
本日の例会終了後、菊の間で臨時理事会を開催いたします。それと先ほど義捐金のお願いという事で募金箱を
回すようにご案内がありましたが、今日の理事会でそれも踏まえて決めさせて頂きますので、またご報告させ
て頂きます。

米山奨学生修了にあたり崔瀞仁さんより一言。

一年間本当にお世話になりました。皆様のお蔭で卒論研究に集
中でき、再来週、無事に卒業できることとなりました。例会に
お邪魔する度に、緊張してあまりお話もできませんでしたし、
笑顔で挨拶もできなかったのですが、いつも心から感謝してい
ました。この米山奨学生として選ばれた一年が、私は本当に幸
せでした。他の留学生と比べて経済的な負担が少なかったので、
勉強に集中することもできましたし、素晴らしいロータリアン
の皆様と出会えていろんなことを学びました。様々な地域活動
にご参加されている皆様の姿と、私の様に海外から来ている留
学生の為にお金を寄付して下さる素晴らしい皆様と出会えて、
そういう皆様を見習って、将来自分も世の中の人々の為に社会
で役に立つ役割を果たしていきたいと思いました。私はこれか
ら日本を離れて国に帰ることになりますが、皆様から頂いた暖かい恩恵と感謝する気持ちは一生忘れられませ
ん。本当にこの一年間大変お世話になりました。もしお仕事や旅行などで私の地元の釜山に来られる機会があ
りましたら、その時は本当に良い笑顔で皆様を案内しますので、是非ご連絡下さい。本当に有難うございまし
た。
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『我が社のバイブル～経営計画書について～』
中條章夫　会員

　31歳で入会し、明日64歳になりますので、人生の半分をロータリークラブでお世話になっています。先ほど
一緒に誕生日のお祝して頂きました、井上さん、小西さんとは生まれた年は違いますが、同じ誕生日で、団子
三兄弟です。
　我が社は大正4年6月に創業し今年で96年です。4年後に100周年を迎えます。
昭和27年まで有限会社でしたが、私が株式会社化して、今期で33年目です。お蔭様でここまで好き放題しても
潰れなかったのは、経営計画書のお蔭かと思います。きっかけは、23年前に「中小企業家同友会」に入会し、
九州での全国大会に参加したところ、そこの分科会で「青汁」でお馴染みのキューサイの長谷川社長の話を伺
いました。そこで、長谷川社長が「皆さん方経営者が『経営計画書』も持たないで社員に失礼じゃないか」と
言われたことです。私は、これまで行ってきた行き当たりばったりの自分の経営に、本当にハンマーで頭を殴
られたような衝撃を覚え、「このままでは会社はもたないな」と強く思いました。それが23年前の2月のこと。
わが社は、6月に決算でしたので、「これはなんとしてでもやらないかん」と一念発起し、奈良ホテルの別館を
　１０日程借りて、そこで鉛筆を舐め舐め、我が社の１０年後の数字を書き込んだ覚えがあります。
１０年後には売上を１０倍の３７億なんぼしたい、というような調子で書きまくりました。具体的には店舗を
二年毎に1店舗ずつ出していく、売上目標はいくらで、掛けることの店舗数というように、計画を作っていきま
した。思いは通ずるもので、１０年後にはそれが達成できたのです。しかし当初５年間位はずっと赤字でした。
「この経営計画書を書いたら絶対に会社は良くなるで」と言われて作ったのに、全然良くなりませんでした。
今、振り返ると、それ迄の膿を全部出しきるまで、なかなか利益は出なかったのだと思います。
　しかしお蔭様で６～７年経つとやっと利益が出始めました。最盛期には、１５～１６店舗を展開しました。
さまざまな事業を立ち上げ、つぶしてきました。元々文具でスタートした会社ですが、ＣＤ・ゲームのリサイ
クルショップに、安心野菜・電磁波ブロックなどの健康器具、入浴剤にマイナスイオン発生器、石の彫刻にＡ
１サイズのカラーコピー、極めつけが三条の「はなまるうどん」１年３カ月でかなりの金額を損しました。し
かし全て私の「肥やし」です。皆さんからは「中條さんえらい失敗したな」と言われますが、私は未だに失敗
はないです。良い肥しを頂いたと思っています。
　では、わが社の経営計画書の最初の部分だけご紹介します。
【基本方針】
『「お客様第一主義」お客様は我社の命です。お客様の要望を知り、それを実現しようとする行為が、会社の
日々の仕事そのものです。社内の都合は後回しにして、お客様の都合を最優先し、それを行動思考の原点にす
ることです。ただひたすらどうすればお客様に満足と安心と喜びを提供出来るか考え続け、行い続けることで
す。』
【経営理念】
『一、「お客様第一主義を貫こう」
二、「企業の繁栄と、地域社会への貢献に全力をつくす」
三、「従業員が意欲をもって働ける労働条件と労働環境をつくる」』
　基本方針と経営理念は、２３年間変わりません。経営計画書には、五年計画をきちっと出して具体的な数字
を入れる。それに想いを込めるのが最も大事です。出来る出来ないではありません。不成功はなく、成功する
までやる。行き当たりばったりでは絶対ダメです。これは、２３年前、経営計画書を作成する時に教えていた
だき、私が肝に銘じているところです。内容も最初は他人の物まねでコピーをたくさんしました。実物は４９
ページまでありますが、この経営計画書を正社員からパートさんまで全員にお渡ししています。朝必ずどこの
部門であっても１ページ目を唱和してもらっています。
　これまでは顔を見たら「売上」「売上」と言ってきたのですが、最近は「人生は楽しむためにある」と思い
ます。じゃあ「経営とは何か」。今までは「経営とは儲けるもんや」としてきましたが今はそんな気持ちでは
ありません。経営とは社員の為であって社員の給料を安定するためのものです。仕事して、稼いで、遊んだら
いい、と思ってきましたが、そうではなく、人生とは楽しまなければいけない。その為に最低限のお金が必要
であり、その為に働いてもらう。同じ働くなら、楽しく働いたら良いじゃないか。経営計画書には私の本音が
書いてあります。
　『一日も早く、残業０・週休２日制・店舗は週１回を定休日とし、給与・時間給を１．５倍、週５日出勤で
１日８時間以内の労働を実行する。
　人生は楽しむためにある。これからは、もっと自分の時間を大切にしよう。仕事は自分の人生をエンジョイ
するための道具であり、仕事オンリーでは良い人生は送れない。毎日時間に追われるのではなく、ゆとりを持
って時間を有効に活用してください。お金は自分の人間性を高めるために、身体が喜ぶために、そして自分も
周りの人も一緒になって楽しめるのが最高である。』



4

▼次項へつづく

３月に誕生日・結婚記念日を迎えられた方から挨拶（代表者：平野貞治会員）
（ＲＣ略歴）1981年入会。2000-2001年度会長。2000年には奈良大宮ＲＣ会長会発足。
　　　　　　市内5クラブ共同社会奉仕事業「あなたの悩み和らげます－市民よろづ無料相談会」
　　　　　 （相談会と講演会）によりガバナー特別賞受賞。また、会員増強功労賞も受賞。

沢山の方々にお祝いを頂きまして、本当にありがとうござい
ました。
今年の3月の「ロータリーの友」に、八尾中央ロータリークラ
ブの吉馴会長が卓話として子宮頸癌とワクチンについてお話
しておられます。皆さんには直接関係はないのですが、奥さ
んとお嬢さんの為にちょっとお話したいと思います。
子宮頸癌は子宮の入り口に出来る癌ですが、これはヒトパピ
ローマウィルス＝ＨＰＶというものの感染によって起ります。
ＨＰＶというのは非常にありふれたウィルスでありまして、
どこにでもあります。ＨＰＶには100種類以上の形があり、子
宮頸癌を起こすのは16型、18型、31、33、35、45、52,58、こ
の型が子宮頸癌の70～80％近くを引き起こします。子宮頸癌
は性行によって生じた小さな傷から感染しますが、感染した
人全てが癌になるわけではありません。大抵の人が感染しま
すが、1000人の内1人ないし、0.5人が癌になります。感染を起こすと大抵は一時的に排除されます。しかしなが
ら長期間感染状態が続くと細胞に変化が生じます。これが前癌状態です。前癌状態から数年～十数年経まして
子宮頸癌になる訳です。現在20-30歳の人の前癌状態が非常に多くなっています。それから、30-40歳の人は癌化
している、ということです。この前癌状態には殆ど自覚症状がありません。ただこれを発見できるのは子宮癌
検診です。奈良市は補助金を出して子宮癌検診を行っております。現在もやっておりますので、奥さん・お嬢
さんは是非症状がなくても検診をお受け頂くようにお願い致します。癌がウィルスで起こることは以前から言
われておりましたが、それがはっきりしているのは子宮頸癌だけでありまして、これを予防することができる
訳です。ＨＰＶの16、18型のウィルスをバイオの力を借り殖やしまして、感染を起こさないワクチンが出来てお
ります。外国では数年前から使用されておりますが、日本では去年秋に承認されました。ワクチンを性交をま
だしていない若い人に注射するのが一番効果的なんです。今年の春から中学1年生～高校1年生までの女子に、公
費で注射が行われます。その年齢外の人も内科や小児科、婦人科は勿論ですが、自費で受けられます。皆さん
の大事なお嬢さん、お孫さん、若い女性の方がいらっしゃいましたら是非ともワクチンを受けるようにお願い
致します。ただ、今非常に人気がありまして、　ワクチンが不足しており、多くの医療機関において、当ワク
チンの初回接種が受けられない可能性がありますので、接種希望の方はご確認ください。

　３月お誕生日・結婚記念日
　　★�お誕生日 ★
　　　７日　　藤野　城市　君　　１４日　　山本　尚永　君　　１６日　　井上　正行　君
　　１６日　　中條　章夫　君　　１６日　　小西　敏文　君　　１９日　　柴田　直三　君
　　２１日　　平野　貞治　君

　　★ 結婚記念日 ★
　　　２日　　土谷　宗一　君　　　３日　　楠木　重樹　君　　　３日　　山本　直明　君
　　１０日　　北神　徳明　君　　１１日　　中村　信清　君　　１２日　　今﨑　和民　君
　　１５日　　多田　　廣　君　　２４日　　多田　　実　君　　２４日　　堀内　眞治　君
　　２６日　　畑中　利久　君　　３１日　　小川　成久　君
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ニコニコ箱　本日計 84,000円　累計　1,851,000円

矢追家麻呂君　天災は忘れた頃にやって来ると言い、16年前の阪神大震災の記憶も薄れかけた時に、3月11日の
大災害が起きました。被災されました多くの方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、いま
一度身の回りを点検しましょう。

中條章夫　君　東北地方太平洋自身の災害に遭われた方々に御見舞申し上げます。本日は卓話をさせていただ
きますが野次をとばさないようにお願いします。

有井邦夫　君　中條会員の卓話楽しみに！ロータリーアンの友情に感謝致します。

谷川千代則君　中條さん、卓話楽しみにしてます。よろしくお願いします。

金星　昇　君　東日本大震災お見舞申上げます。

北河原公敬君　修二会（お水とり）行法も終り、本格的な春がやってくるのでしょうか。東北関東大震災にあ
われた方々に、心からお見舞、おくやみ申し上げます。本日早退させていただきます。申し訳
ありません。

橋本和典　君　東北の大惨事に言葉もありません。でも我々は日本人です！必ずやれます！やります！助けま
す！日本人である事を誇りに次の世代の若者達に胸を張れる大人の「生きざま」を示そうでは
ありませんか！！

北神徳明　君　今、この時間、この場所、大自然のさい配により生かされている。自分自身　感謝のなにもの
にもございません。これからは節約につとめ、奉仕にがんばらしていただきます。

高木伸夫　君　大変なことが起りました。大事に至らなければと祈るばかりです。

中村信清　君　東北関東大震災お見舞いたします。又、3月21日には神社で奈良筆祭りを行いますので来て頂け
れば幸甚です。

潮田悦男　君　ロータリーの友情に感謝すること大なることがありました。

植倉一正　君　崔瀞仁さん米山奨学生修了、おめでとうございます。また、ＮＯＭＣ150回記念会、楽しませて
いただきました。200回を目ざしましょう。

小西敏文　君　3月16日66才になりました。ますます元気に全てにはげんでおります。

井上正行　君　お誕生日御祝ありがとうございます。

山本尚永　君　誕生日、お祝いありがとうございます。東日本巨大地震の被害者の皆様のお見舞いを申し上げ
ます。

平野貞治　君　誕生日のお祝いをしていただき有難うございます。

柴田直三　君　誕生日のお祝ありがとうございます。

楠木重樹　君　3月3日、37回目の結婚記念日を迎えました。記念品、有難うございました。

多田　廣　君　結婚祝を本日頂戴致しました。45年になりました。よくぞ耐えました（私が？）。

土谷宗一　君　結婚記念日に丁重なお祝いありがとうございました。

今﨑和民　君　結婚記念月です。ニコニコに協力。

多田　実　君　ニコニコに協力

藤野城市　君　ニコニコ協力

森下泰行　君　ニコニコに協力。
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本日のお客様
（３月１５日）　　　　

呉服弘晶　様（奈良東ＲＣ）
崔　瀞仁　様（米山奨学生）

例会変更

■�奈良ロータリークラブ　■
・�３月３１日（木）・・・定款第６条第１節(c)により休会。
※　ビジター受付は３月３１日（木）12：00～12：30奈良ホテルにて行います。

■�王寺ロータリークラブ　■
・�４月１９日（火）・・・４月１７日（日）地区大会に変更。
※　ビジター受付は４月１９日（火）12：00～12：30まさごビル３Ｆ王寺ロータリークラブ事務局にて行いま
す。

■�生駒ロータリークラブ　■
・�４月　６日（水）・・・家族親睦移動例会の為、場所・時間変更。
　　　　　　　　　　　　 日時：４月６日（水）１８：３０～
　　　　　　　　　　　　 場所：「心斎橋オ・セリュウ」
　　　　　　　　　　　　 大阪市中央区東心斎橋1-7-12　TEL:06-6243-0041
・�４月２７日（水）・・・定款第６条第１節(c)により休会。
※　両日ともビジター受付は行いません。

■�生駒ロータリークラブ　■
・�５月　４日（水）・・・国民の休日の為、休会。
※　ビジター受付は行いません。
・�５月１１日（水）・・・例会場所変更。
　　　　　　　　　　　　 場所：あやめ館（TEL：0742-45-0185）
※　現地にて通常の例会受付となります。

次週の例会
３月２９日（火）　　　　　

卓話　飛鳥建設株式会社　代表取締役　左野　勝司氏　
　　　「石工半世紀」

３　月

４　月

５　月
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