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会長の時間
会長が不在ですので、私、寺本が時間をいただきます。
プロ野球・南海（現ソフトバンク）で捕手兼任監督を務め、ヤクルト、阪神、楽天でも指揮を執っ
た野村克也さんが 11 日虚血性心不全のため 84 歳で逝去されました。
ボヤきが代名詞だった野村克也さんは、数々の印象的な言葉を残しています。心に響く名言もあれば、
笑いを誘う“迷言？”も。本日はそんな野村語録を少し紹介したいと思います。
75 年日本ハム戦で通算 600 号を放ち、大記録を打ち立てた直後のインタビューで、
「長嶋や王は太陽
の下で咲くひまわり。俺はひっそりと咲く月見草」と答え、以後、月見草は野村克也さんの代名詞に
なったそうです。
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「勝ちに不思議の勝ちあり。負けに不思議の負けなし」・・・勝利には幸運でもたらされるものも
あるが、敗戦には必ず原因がある。この言葉は、実は、野村監督のオリジナルではなく、江戸時代の
大名でもあり、文人、武人でもある松浦静山の言葉です。しかし、名監督として知られた野村克也さ
んの言葉としてもいかにも相応しいものだと言えます。「失敗と書いて、せいちょう（成長）と読
む」・・・大切なのは失敗した後。「再生工場」にも通じる名言です。「財を残すは下。仕事を残すは
中。人を残すは上」・・・その通り、野村門下生は今でも多くが各球団で指導者を務めています。
沙知代夫人への深い愛情をユーモアたっぷりに「俺は“支配下選手”なんだよ」と楽しげに夫婦仲
を表現したこともありました。野村流の選手育成術として、選手への接し方を「無視、称賛、非難」
とレベルに合わせて変えたそうです。要求が高くなるほど言葉も厳しくなり、非難する選手には、実
は最上級の評価をしました。期待するからボヤく。ヤクルト古田は非難され続け、名捕手に成長した
そうです。
キャンプでのミーティングでは「どう生きるか」「仕事とは」など野球以外の話題についても講義
し、人間教育を重視したと言われています。著書は 150 冊以上に及び、全国各地の書店や図書館に急
きょ設けられた追悼コーナーでは、早くも在庫切れが出ているそうです。元アスリートでこれだけ書
籍を出した例はなかなかないのではないかと言われていますが、私もこの機会にベストセラー本「野
村ノート 」を是非読んでみたいと思っています。
幹事報告
○ガバナー事務所より連絡です。
1.

地区補助金プロジェクト見学訪問の案内
2020 年 2 月 29 日(土)

北条 RC

2.

ロータリー・リーダーシップ研究会「RLI 参加者テキスト」の案内

3.

2020 年決議審議会及び 2022 年規定審議会への提案募集について

○佐用町交通安全対策委員会より開催案内が届いています。
2020 年 2 月 25 日（火）

佐用町役場

○最終例会のアンケートへの記入をお願いします。
○4 月 12 日開催の西播ゴルフの出欠の記入をお願いします。
各委員会報告
会員増強委員会
入会者・岡田様の職業分類は海苔調整、所属委員会は親睦委員会、世話係は塚崎会員にお願いする
ことになりました。
ロータリー情報委員会
今現在当クラブのホームページが開けない状況です。今までの契約会社ノオトのサーバーが廃止と
なり、新たに菱三印刷（株）さんが引き受けられるようで、連絡を取っていますのでもう暫くお待
ち下さい。
社会奉仕委員会
例会終了後、劇の練習と背景の制作をしたいと思いますので都合のつく方はご協力宜しくお願いし
ます。
親睦委員会
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入会者の所属委員会は親睦という事ですので、親睦委員を紹介しておきます。副委員長は田村会員、
委員は辻会員、高見会員、委員長は石原です。宜しくお願い致します。
深澤会員
会員候補者として村山実様を紹介しておきます。故森会員の所の税理士さんで経歴書等の書類は会
長・幹事に提出いたしましたので理事会審議をお願いいたします。承認されれば、入会は確定申告
後となります。
審議事項
特になし
本日のプログラム
≪会員スピーチ≫

仕事について

朝来会員

今日のスピーチですが、最近の私の仕事に関して感じた事、思った事をお話ししたいと思います。
①飲食店を経営しています。仕出し料理が大半を占めていますが、半分経営者で、半分調理師みたい
な感じで、とても中途半端だなといつも思っています。
先ずは、私が働いていた会員制のホテルと指導して頂いた師匠が載っている料理本を回すので、見
て頂いたらなと思います。
お客様からよく美味しかったよとお褒めの言葉を頂きます。嬉しくとてもやりがいも感じています。
が、何故か素直に喜べないところがあります。
何故か？
私の目標がその本に出ている師匠であり、その本に載っている、そういった仕事ができていないこ
とに少しジレンマを感じています。自分自身の気持ちの持ち方だけなのですが、これでいいのだと
思うことができない性格なので。
まあ、何とかやっていけているので、気持ちを切り替えて前向きに、少しずつでもいいので追いつ
くことができたらなと思って仕事をやっています。
②今、蟹のシーズンですが（11 月から 3 月）、お客様から蟹料理をたべたいという予約をうけました。
姫路の市場で注文をすると、翌日には豊岡の津居山漁港から生きた蟹を送ってもらっています。や
っぱり、国産の松葉かには、ロシア産の蟹とは違って質がよく、ずっしりと重たく、もちろん値段
も全然違います。
ここで、大事なのは、時価で買っている蟹の値段を適正な価格で売るということです。儲けが出な
くても困るし、儲け過ぎても次につながりません。この時、いつも思う事はロータリークラブの 4
つのテストです。真実かどうか？・みんなに公平か？ということです。
喜んでいただいたので、12 月に来て頂いたそのお客様は、先月 1 月にもまた来ていただきました。
本当にありがたいです。
③来月は確定申告の時期です。去年の 10 月から消費税が上がり、また、軽減税率も適用されてやや
こしい事ばかりですが、何とか馴染んできたかなと感じています。
何がややこしいかと言うと、
仕出しのお客様は 8％で、来店客は 10％の税率で区別してレジを打たないといけない事。
パソコンの打ち込みに、仕入れも売り上げも細かく分けて打ち込みをしないといけないので、今ま
でよりかなりの時間がかかります。
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今、とても疑問に思っていることが、仕入れの食材は 8％で仕入れて、プラスチックで出来ている
容器は 10％で仕入れているのですが、仕出し弁当ならばテイクアウトなので、軽減税率が適用され
るので 8％で売らないといけません。この誤差はどうなるのか、商工会か税理士さんに確認をした
いなと思います。
④お客様のニーズに合わせて商売をさせていただいているのですが、去年のおせち料理の値段設定で、
お客様の希望通りに聞いていたら 1 万円、1 万 5 千円、2 万円、2 万 5 千円、3 万円、3 万 5 千円と
6 種類のおせち料理と 5 千円、1 万円、2 万円の 3 種類のオードブルで合計 9 種類の料理を作るよ
うになってしまいました。人数にすると 350 人前の食材を用意しました。全てを盛り付けるのに、
12 名で 6 時間ほどかかってしまい、とてもややこしかったので来年はもっと、絞って注文を受け
ようと思っています。
最後に、商売を長く続けていくことの大変さや難しさなどを最近つくづく感じています。
また、毎週のクラブの例会も家族や従業員の頑張りがあっての出席が出来ていると思っています。
仕事とロータリークラブ、程よいバランスを取りながら両方とも、長くやっていくことができたらと
思っています。
≪会員スピーチ≫

ロータリーソングについて

谷脇会員

ロータリーソングは、シカゴ RC が誕生した当初、3 年間にわたり奉仕強調派と親睦派との間に激
しい討論があり、クラブの崩壊寸前となったとき、印刷業のハリー・ラグルスが歌を歌おうと提案し
たのが始まりと言われている。
一方、日本では 1935 年 5 月第 7 回第 70 地区・年次大会が京都“朝日会館”で開かれ、かねてよ
り募集していた日本語歌詞によるロータリーソングの当選者が発表され「旅は道連れ」
「奉仕の理想」
「平和と人の世に」｢我らの生業｣になった。現在も歌い継がれているのは「奉仕の理想」と「我らの
生業」である。「我らの生業」は、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕の四大部門を通じて
努力する内容になっています。「奉仕の理想」は、最終的にはロータリーの綱領第四番目の世界平和
が続くことを願望している歌詞になっているようです。
又、SAA は、例会をはじめ全ての会議（国際大会、協議会、地区大会、地区協議会など）が楽しく
秩序正しく運営されるよう常に心を配り、気品と風紀を守り、会合がその使命を発揮出来る様に設営、
監督する責任を有する人で、クラブの会長、幹事と並んで役員としての地位が与えられ、極めて重要
な存在であります。理事会メンバーであってもよいし、なくてもよい。また、私語の防止、座席の整
理や食事、配布資料のチェックの他、親睦委員とも協力し共に来客や会員を笑顔で迎え入れる事も受
け持ちます。
SAA とは、Sergeant At Arms（サージェント・アット・アームス）・・・守衛官・護衛官の意味
ニコニコ箱・親睦箱
小林会長・・・本日どうしても別の会合が外せず勝手します。申し訳ありません。寺本副会長、宜し
くお願い致します。新会員をお迎えして。岡田様、ようこそ上郡佐用ロータリークラ
ブへ。
堤

幹事・・・新入会員をお迎えして。

箸蔵会員・・・昨日は家内と人間ドッグを受診してきました。ランチ付きです。
柳原会員・・・新入会員岡田さんをお迎えして。
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辻

会員・・・新入会員岡田君を迎えて。楽しんで下さい。

深澤会員・・・先日孫が珠算準一級合格しました。小学 3 年でよくやったと思います。おめでとう
井口会員・・・岡田さん入会おめでとうございます。これからも宜しくお願いします。
大澤会員・・・新入会員をお迎えして。宜しくお願いします。
江見会員・・・新入会員、入会おめでとうございます。
三浦会員・・・新入会員岡田さんをお迎えして。
寺本会員・・・岡田さん、ようこそ上郡佐用 RC へ。一緒にロータリーを楽しみましょう。
石原会員・・・チョコレートも溶けそうなバレンタインデー。
小谷会員・・・新会員をお迎えして。宜しくお願いします。
朝来会員・・・岡田様、入会おめでとうございます。今日はスピーチ頑張ります。
髙見会員・・・新入会員岡田さん、おめでとう。朝来さん、スピーチ楽しみにしています。
大岩会員・・・新入会員、これから Rotary ライフをお楽しみ下さい。宜しくお願いします。
塚崎会員・・・岡田会員、入会おめでとうございます。一緒に楽しみましょう。
半田会員・・・岡田さん、ようこそロータリーへ。ロータリーを楽しんで下さい。
田村会員・・・岡田さん、ようこそ上郡佐用 RC へ。これから宜しくお願いします。
山本会員・・・新入会員岡田さんをお迎えして。
やっと 27 日にスープラが納車になります。嬉しいです。
谷脇会員・・・岡田さん入会おめでとうございます。宜しくお願いします。
ニコニコ箱

１１，０００円

親
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１３，０００円

計
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合
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