
会 長 報 告

改めまして、こんばんは。
●先ず、先週19日(土)あすかロータリークラブのホストをもって橿
原神宮宝生院でＩＭが行なわれました。たくさんの皆様のご参加、
有難うございました。今迄でしたらＩＭと言えば、著名な方が来て
講演というのが定番でしたが、流石あすかロータリークラブは、活
動事例の発表というのをされました。奈良県下で一番元気のある、
誰もが認めるあすかロータリークラブの活動というのは本当に立派
なものでした。
●二つ目に、今日、植倉幹事と二人、髙野会員のお見舞に行って来
ました。腰部脊柱管狭窄症ということで、脊髄の中にある神経の通っ
ている管があるらしいですが、普通の方は14ｍｍ以上管があるらし
いですがそれが彼の場合10ｍｍ以下だということで、普通の方より
だいぶ細く、詰まっているとのことです。歩きすぎるというかそう
いう症状で、痛くて痛くて救急車を呼んで県立医大の方へ入院され
たそうですが、今は帰って会社にも行っておられます。痛みはない
そうですが、回復にはもう少し時間がかかるそうで、口は達者です
し、皆さんによろしくお伝えください、とのことです。
●今週土曜日26日、三笠中学校で行われます35周年記念事業ですが、
普段の行いが良いからたぶん台風は大丈夫かと思いますが、ひょっ
としたらどうなることかと思ったりしています。奈良大宮ロータリー
クラブから14講座があり、そして奈良テレビが1講座で15講座あり
ます。そしてこの件につきましてはNHKテレビでは18：30-18：40の
間に「ならナビ」という番組で告知をして頂きます。そして奈良テ
レビは25日の18：00～の「ゆうドキッ！」という番組の 後の方で
告知をして頂けるということでございます。3コマ目のヤマヒロさ
んの講演会には700名ほどの中学3年生、地域住民、父兄の方を入れ
る予定にしております。皆さん方も出来るだけたくさん参加して頂
きたいな、と思います。後、細かい事は後程実行委員の植村君の方
から報告頂きます。
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『ガバナー年度に向け

意義ある奉仕活動をしよう！』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告
第16回 10月22日

通算1668回
◎会員数 ７３名
◎出席規定免除者数

１＋２２名
◎出席義務者数 ５０名
◎欠席者 １７名
◎出席者 ５０名
◎出席率 ７４．６３％

第14回 10月8日
通算1666回の修正

◎会員数 ７３名
◎出席規定免除者数

２＋２２名
◎出席義務者数 ４９名
◎欠席者 １１名
◎補填者 ６名
◎出席者 ６４名
◎出席率 ９２．７５％

例会プログラム

第17回 10月29日

通算1669回

１．開会の点鐘

２．ソング

「奉仕の理想」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．会員卓話

山本尚永 会員

「地球の可能性と省エネ」

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 坂本 克也

「あなたの善から、
みんなの善へ」



委 員 会 報 告

35周年実行委員会：植村委員
35周年実行委員からのお知らせです。
先ほど会長は日頃の行いが良いから、とおっしゃったのですが、はたまた会長の行いが悪いの
か実行委員長の行いが悪いのか、台風は狙ったように26日に向けて来ております。どうなるこ
とやら、と非常に気を揉んでいる所ですが、当日どうのこうのということはできませんので、
ある程度事前にどうするか決めないとな、と思います。
当日のことですが、7：00現在で警報が出ていたら学校はお昼までバツです。12：00時点で警
報が出ていましても一日中バツです。12：00迄に解除された場合は13：00以降は登校ＯＫとい
うことです。2～3コマの授業を用意していますがそれをどうするかは本日例会終了後、実行委
員会を開催しますので、その折に話し合いたいと思っております。悪い事ばかり言っててもしょ
うがないので、出来るということでこれからお話させて頂きます。
先ず、1コマ目は9：00-10：30「労働に学ぶ」ですが、見学に来て頂ける方は出来れば10分前
迄に三笠中学校に来て頂ければ、と思います。2コマ目は、11：00-12：30原田先生の記念授業
です。これも同様に10分前に来て頂ければ良いと思いますが、第2コマ目のこれは体育館で開
催ですのでお間違いのないように。次に少し昼休憩等挟みまして、15：00-16：30山本浩之ア
ナウンサーの講演「つつみかくさず生きる」ということですので、これも同じく体育館で開催
ですので、同様に10分前には来て頂きます様よろしくお願い致します。
基本的に上靴もスリッパも用意しておりませんので、必ずご持参の上、ビニール袋に自分の脱
いだ靴も入れれるように、という体制でお越し下さい。
それと 近学校はセキュリティがきつくなっておりますので、申し訳ございませんが来て頂け
る方はロータリーの名札で結構ですので、本日お持ち帰り頂き、26日当日は必ずこれを着けて
下さい。これが通行証のようになっておりますので、そのように宜しくお願い致します。本日
欠席の方も含めて 終名札が残っております分は、山本委員長にお持ち帰り頂いて当日持参致
してその場でお渡し致します。
本日開催場所の3Dっぽい教室の配置図を配布致しましたが、一つ変更がございます。矢追さん
の所でお世話になります分ですが、非常に立派で重い電動の車いす等を運んで頂ける事となり
ましたので、そこには4Fとなっておりますが、1Fに変更となりました。1Fのどこということま
でまだ詰められていませんが、その変更点だけ、訂正頂きます様お願い致します。
願わくば、皆さんにテルテル坊主でも作って頂いて台風がどこかにいきますように、というと
ころです。それでは、26日、どうぞよろしくお願いします。

親睦活動委員会：中奥副委員長
●第二回家族親睦例会のご案内をさせて頂きます。12月14日（土）イリスウォーターテラスあ
やめ池で、18:30～行います。本日より回覧を回しますので、どうぞ宜しくお願い致します。
●第二回の親睦ゴルフコンペの参加者の方に、本日状差しに組み合わせを入れております。そ
ちらもどうぞ宜しくお願い致します。

卓 話

京都戦略経営研究所 代表 太田邦幸氏「成功学と失敗学」

孫子の兵法「知彼知己百戦不殆」は戦争の事ではなく、本来「人
生は相手が誰であろうが自分であろうが、人は勝たなければなら
ない」という意味で人生や仕事の目標を達成していこうという事
です。今日はこの中の仕事の目標をどう達成していくかという事
について紹介させて頂きます。仕事の基本は目標→結果→反省→
対策という流れですが、まず目標達成するというのは大変な事で
す。本来会社は実力通りの目標なんて設定してないです。実力以
上の目標がある訳でそれが達成されるのは実力以上に成功要因
（ラッキーな部分）が必ずあります。コツコツ努力するだけでは
目標は達成は出来ません。「コツコツ努力すれば報われる」「継
続は力なり」なんて嘘です。上手くいった時にはその成功要因をちゃんと分析をし、理解をし
てそれを超える努力をする事が能力向上です。成功要因を偶然と考え分析せずに努力すると能
力向上には繋がりません。この成功要因を分析する事が能力向上の実は大事な入口なんです。
上手くいくのは 初は偶然なもので１回分析・理解をしなければ練習ができないんです。実力
にならないんです。練習が出来ればコンスタントに出来るようになります。その反面、目標未
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達成の場合には成功の芽と未達成原因があります。でも人間は未達成原因にばかり追及し、対
策を考えようとします。次の対策は成功の芽の中にしかありません。反省するとは反対側から
見て成功の芽を探しどうやっていこうかを考える事です。私の経験ですが松下で昭和40年位に
ＰＨＰ研究所を設立し、当時50円位でしたが良い話が書いてあるのでもっと普及させようとい
う事で全国の書店に置いて貰おうとした時、10件回って1件しか置いて貰えなかった事例があ
りました。通常であればなぜ9件置いて貰えなかったか反省して対策を考えよという指示がな
される事が多いように思います。しかし松下幸之助社長は「それは凄い事や。10件回って1件
という事は確率10％や。100件回れば10件置いて貰えるやないか。」と言い、若い営業マンは
「では明日は20件回って2件置いて貰います。」と言って帰ろうとした所、更に松下社長が呼
び止めて「置いてくれたのはどんな店や？そこにはどんな人がおってどんな話したんや？それ
と同じような店やったら置いてくれると違うか？」という話をしました。若い営業マンにすれ
ば売り方のノウハウまでしっかり理解していません。１つ１つ質問をしてちゃんと上手くいく
ノウハウを理解をさせて頑張らせるという事です。若い営業マンは「では20件回って4件置い
て貰います。」と答えました。この事例では、現状を理解させる事でどうすれば売れるのか売
り方のノウハウを理解させる事で確率を向上させ、結果を上積みさせるという事が重要で、こ
れが成功の芽を見つけるという事です。上司の役割は未達成原因を追究して怒る事では無くて、
成功の芽をどうやって探すか、そしてそれをきちっと社員にいかに理解をさせるかです。部下
への指導は５Ｗ１Ｈを1つ1つ確認して分析して理解させる事で、こうしろと命令するではあり
ません。反対側から質問してやれば良く本人が気づきます。
もう1つは部下の強みを活かすという事です。これは上手くいった事をもっと伸ばすという事
です。それを「失敗学」と「成功学」といいます。失敗学は失敗しない事を考える事、成功し
た事をより伸ばす事を成功学といいます。目標→結果→反省→対策という流れで仕事を考える
と失敗学になり業績の向上は見込めなくなります。もっと業績を上げていくには目標→成功→
分析→向上という流れが必要になります。これが成功学です。
人生の成長というのは失敗の消去法ではないんです。世の中には失敗学というのがあります。
物理や化学は色々実験していくと 後正解が見つかります。これが失敗学です。しかしながら
人生の成功に正解は無いじゃないですか？人生の成功というのは必ず成功の次に成功を得、そ
の次に成功を得と掘り下げていくのが人生の成長ですので目標→成功→分析→向上が人を向上
させる方法かと思います。
「好きこそものの上手なれ」とよく言います。好きか嫌いかは遣って見ないと分からないです。
だから遣ってみるのが先です。上手くいったら好きになって、上手くいかなかったら嫌いにな
るのが人間です。好きになるというのはもうその時点で成功体験を持って、もっと努力しよう
という姿勢になっているという事で、嫌いというのはもう遣らないという事です。だから、そ
れぞれの社員に仕事を好きにさせると大丈夫です。どうやって好きにさせるかですが、一番
初に遣ってみるから成功、好きにさせるか？それが失敗で嫌いになったらその人は伸びないん
です。次にどう上達させるかですが、基本を教えた後で自分が成功する自分なりの遣り方を身
に付けなければなりません。これには身体や感覚で１つずつ覚えるものなので期間が必要です。
しかしながら単なる継続は惰性であって進化する継続は力なりという事を理解しなくてはなり
ません。進化してるかどうかを確認するのは目標→結果→反省→対策の流れが重要です。この
期間中は常に月次管理で結果を確認し続ける事が重要になります。人は仕事で磨かれるという
のはそういう事です。自分の仕事を敵にしないことで、どんな仕事でも本気でやり、本気の中
にラッキーがあります。それをどう見つけてそれを理解し、伸ばしていく事です。目標管理シ
ステムには２つの意味があって「失敗学」の使い方と「成功学」の使い方がありこれからは
「成功学」の使い方で社員の育成と業績の向上を図って頂ければと思います。
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同 好 会 活 動

奈良大宮ロータリークラブ山歩き同好会（ＮＯＭＣ）第１８７回 登山報告

「槇尾山・八ガ丸山 ６００ｍ・４１９ｍ」

（日時）平成２５年１０月６日（日）晴
（参加者）麹谷・小池・楠原・向井・福村・飯田

6時36分新大宮駅発、難波駅経由、和泉中央駅からタクシーで槇尾山口。
8時40分登山開始。施福寺：9時15分、槇尾山：10時30分、蔵岩、五ツ辻：12時、清水の滝、
昼食、芝生広場：13時30分、八ガ丸山：13時50分、青少年の家、槇尾山口着：14時30分、
冷えたビールで乾杯。バスで和泉中央駅まで難波経由で帰る。新大宮で打ち上げ。槇尾山施
福寺周辺は、弘法大師の修練苦行の地として、 盛期には8百余坊もあったらしいが、今は数
坊をのこすのみ。蔵岩は有名な岩登りのゲレンデ。清水の滝は水量が少ない。大阪の 高気
温が32度を超えていたが、好天に恵まれ、淡路島、大阪湾、関西国際空港、岩湧山、金剛山
など遠望できる。
※次回は11月17日（日）岩湧山 予定。 （飯田 記）

35 周 年 記 念 事 業

日時：10月26日（土）
場所：奈良市立三笠中学校

9:00～10：30 「労働に学ぶ」
11：00～12：30 原田隆史氏模擬授業「今、子供たちに伝えたいこと」
15：00～16：30 山本浩之氏講演「つつみ隠さず生きる」

9:00～10：30 「労働に学ぶ」
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11：00～12：30 原田隆史氏模擬授業「今、子供たちに伝えたいこと」

15：00～16：30 山本浩之氏講演「つつみ隠さず生きる」
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次週の例会 平成２５年１１月５日（火）

財団資金推進委員会 副委員長 杦村喜芳 氏

「財団によせて」

ニコニコ箱 本日計 32,000円 累計 1,248,000円
小西敏文 君 京都戦略経営研究所代表太田邦幸様、本日の卓話宜しくお願いします。
植倉一正 君 太田様、本日は卓話よろしくお願い致します。
箸尾文雄 君 結婚記念日にバラの花束をご恵贈いただき有難うございました。
金星 昇 君 結婚記念日のお花、ありがとうございました。
平野貞治 君 鹿児島行きでは中村様始め山本様金星様大変お世話になりありがとうござい

ました。お蔭でほんとに楽しい旅でした。
佐川 肇 君 26日（土）の記念事業は、長崎で来年の国体リハーサル大会へ役員出席の為

欠席します。申し訳けありません。
楠原忠夫 君 先日のＩ．Ｍ． 後の懇親会まで出席された方、お疲れ様でした。
弓場裕史 君 ニコニコ協力
平方貴之 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力

●会報・IT委員会/水野憲治 弓場裕史 市田富久夫 小原靖浩 楠木重樹 webmaster/水野憲治

例会変更のお知らせ

１1 月 ■大和郡山ロータリークラブ■
・１１月４日（月・振替休日）・・・定款第６条１節(C)により、

休会。
※ビジター受付は行いません。
・１１月１８日（月）・・・奈良県下RC親睦ゴルフ大会の為、

時間・場所変更
時間：午後3：30～
場所：オークモントゴルフクラブにて
（奈良県山辺郡山添村岩屋 TEL:0743-87-0031）

※ビジター受付は行いません。

■五條ロータリークラブ■
・１１月２０日（水）・・・親睦旅行の為、１１月２３日（土）

に変更。
※ビジター受付は１１月２０日（水）12：00-12：30まで
南都銀行五条支店で行います。

１2 月 ■桜井ロータリークラブ■
・１２月１１日（水）・・・年末家族忘年会の為、移動例会と

して休会。
・１２月２５日（水）・・・定款第６条１節(C)により、休会。
※両日ともビジター受付は行いません。


