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JII:界へのプレゼントになろう

2015-2016年度国際ロータリー会長

ラビンドラン

る4)，
国会 長大西宣弘

.幹事尾藤淳

国会報委員長 三 木秀 一

・例会日毎週火曜日

12: 10-13: 10 

・例会場四国中央商工会議所

電話 58-3530

FAX 58-6294 

・事務局四国中央商工会議所

電話 58-3530

出光佐三語録

星川和紀

二年ほど前、百田尚樹さんの 「海賊とよばれた男」とゅう本が、本屋大賞を受賞するなど大変話

題になりましたが、その主人公のモデルになったのが御存知のとおり、出光興産の創業者である出

光佐三さんです。出光佐三さんは、出光グループでは今でも「庖主」と呼ばれています。そのカリ

スマ経営者であった「庖主」は、長い間に興味深い言葉をたくさん残しています。その中から、い

くつか紹介したいと思います。

「出光は、人間尊重の道場である。」

出光は事業会社でありますが、組織や規則等に制約されて、人が働かされているたぐいの大会社

とはちがっているのであります。出光は創業以来「人間尊重Jを社是として、お互いが練磨して来

た道場であります。諸君はこの人間尊重という一つの道場に入ったのであります。(昭和二十八年

四月、新入社員の入社式で。)

みどりと自然を大切に
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「なにもいわないでいいから、相手の立場になって考えてやる、というのが愛である」愛とはなに

か?ただ頭をなでてやることか?そうじゃありません。なにもいわないでいいから、相手の対場に

なって考えてやる、というのが愛です。

とりわけ、母親の子に対する愛はそういうものです。もっとも、この母親の愛だけで育った子供

は純情ではあるが、実行力では不十分です。だから、今度は父の愛によって鍛錬し、実行力を養い、

ほんとうに人間の尊重をうちたてていけるような人にしていかなければならないのです。(昭和四

十五年五月徳山での講演。)

「少数精鋭主義を唱えて、できの悪いものを首切るのは、真の少数精鋭ではなく、利己主義であ

る。」

家族肉親の愛は最高のものです。学問や理論や哲学で説明できません。あらゆるものを超越した

人間の基本的あり方です。そういう愛情を基礎にしたものが家族温情主義です。その家族温情主義

に育てられれば、人間として素直で真面目な人ができる。そういう人がお互いに信頼しあって全体

をっくり、そして鍛錬されれば、これは人間として最高のあり方です。それが少数精鋭となって最

大の力を発揮するわけです。

少数精鋭主義を唱えて、できの悪いものを首切るのは、真の少数精鋭でなくて利己主義です。十

人の子供がいれば、一人や二人はできの悪いのがおります。それをひっかかえていくのが家族温情

主 義です。( 昭 和 四 十 五 年 五 月「働く人の資本主義」より)



第 2625回 例 会 記 録 H.27.9.29
!ガパナ一公式訪問例会|

【本日のスケジュール】

11 : 00- ガパナ一、会長幹事懇談会

12 : 10 -13 : 10 ガパナ一公式訪問例会

13: 15- 記念写真撮影

出席報告

1.出席会員(51名中)

2.当日出席率

3.来訪ロータリアン

41名

80. 39 % 

・第 2670地区ガパナ一 山田戒乗様

.愛媛第 I分区ガパナー補佐

-随行員/徳島RC
.随行員/徳島RC

菅 道 男 様

細川浩一様

祖川泰治様

4.前々回補足修正率

(メイクアップ会員)

大西聖会員

(9/10 観音寺RC)
篠原正会員

(9/11 伊予三島RC)

会長の時間

・パナー交換

・ガパナー紹介並びに歓迎の辞

委員長の時間

・9月初日出愛媛第 1• n分区

94. 12 % 

米山協議会・懇親会 出席報告

米山奨学委員(奨学生カウンセラー)

石村 浩会員

・出席報告 出席委 員 長 石 川 隆 文 会 員

会務報告

1.ザ・ロータリアン 10月号

2.国際ロータリ一日本事務局

①2015年 10月ロータリーレートのお知らせ

(1ドル=120円)

②出版物、映像資料等のご案内

3.国際ロータリー第2670地区ガパナー事務所

①2016年国際ロータリ一年次大会〔ソウル

大会参加旅行のご案内J *予告版

*第 2670地区からのソウル大会への旅程の

ご案内です。これ以外でプランをお考えの方

は、旅行代理店等へお申込みいただくように

なります。随時、お知らせいたします。

②大洲RC例会場・事務局変更のお知らせ

(10月1日-)

4. c補エス・プランナー

パギオ基金第 37回パギオ訪問交流の旅のご

案内

5. 2015年 10月近隣クラブ例会のお知らせ

(出席委員会)

ニコニコニュース

*第 2670地区ガパナ一山田戒乗様より、ニ

コニコ頂戴いたしました。

『本日は大変お世話になります。公式訪問時

に撮影した写真をガパナ一事務所宛までお

送り下さい。ホームページ並びに月信へ掲

載させていただきます。』

*ガパナー補佐菅様、随行員・細川様、祖

川様より、ニコニコ頂戴いたしました。

大西宣…本日は、山田戒乗ガパナーはじめ

ヵーパナー補佐 菅道男様、随行員

の細川浩一様、祖川泰治様、ょう

こそ我がクラブにお越しいただき

ました。心より歓迎申し上げます。

尾藤…①山田ガパナ一、菅ガパナー補佐

そして随行の細川さん、祖川さん、

ょうこそ川之江クラブへ。本日は

よろしくお願いします。

② 9/26回、大西会長の代理で、

愛媛第 I分・第E分区の米山協議

会に出席しました。ホン・ジョン

ス君も立派にスピーチをしていま

しfこ。

石川隆…野球同好会より連絡です。今日は

夕方親睦委員会の集まりがあり、

練習はパッティングセンターにて

自主練習とさせて頂きます。ガパ

ナ一杯まで 20日足らずとなりま

した。各自調整をお願いします。

谷 …カ事パナ一 山田戒乗様、ガパナー

補佐菅道男様、随行員細川浩

一様、祖川泰治様、本日はようこ

そ川之江RC例会へおいでくださ

いました。

- 谷・日本日ガパナーをお迎えし、一般メ

ンパーとしても歓迎申し上げます。

連休中に、地中温度と地上混度が

逆転いたしました。一昨日より昨



日、満月で思わずワオ~ンです。

宮内哲… 9月 23日、大学対抗ゴルフ大会

が行われました。幹事大学として

無事終えられ、又、懇親会も大感

況で大変良かったです。

矢 野…本日の日経新聞に男子日本代表ア

シスタントコーチ京谷和幸氏が大

きく取り上げられていました。川

之江ロータリーがお世話になった

京谷和幸氏を応援いたします。

山 )11…ビアフェスタ in松山を企画しま

した。沢山のお客さんに来ていた

だきました。

横 内…本日は、山田戒乗ガパナ一様、菅

道男ガパナー補佐様、随行員の細

川様、祖川様、当クラブ例会へご

来訪いただきましでありがとうご

ざいます。よろし くお願い致しま

す。

石川豊…Fテーフ。ル、 4回目の 100%出席

です。 6名でニコニコさせていた

だきます。

字高光…Eテープル、 2団連続全員出席で

す。

漬 口…H班、全員出席です。 9月最終例

会に相応しく喜ばしい限りです。

佐々木…自宅東大門で盃を空けた十五夜、

昨夜、東京大門のビルの狭間で見

たスーパームーン、いずれ劣らぬ

中秋の名月でした。来月からクー

ルビズは終了し、服装は普段に戻

ります。

ガパナー講話

第 2670地区ガパナー

山田 戒乗 様

近隣RCの例会日

10月8日同観音寺RC
(観音寺商工会議所)

10月8日同新居浜RC
(リーガ新居浜)

10月9日幽伊予三島RC
(伊予三島商工会館)

10月 13日同観音寺東RC
(観音寺グランドホテル)

10月 13日同新居浜南RC
(リーガ新居浜)

10月 15日附観音寺RC
(観音寺商工会議所)

10月 15日(利新居浜RC
(リーガ新居浜)

10月 16日隆)伊予三島RC
(伊予三島商工会館)

10月 20B (必観音寺東RC
(観音寺グランドホテル)

10月 20日倒新居浜南RC
(リーガ新居浜)

例会プログラム

10月13日同

休会(地方祭)

10月20日附

(出席委員会担当)

結婚記念祝
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