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イマジンロータリー 

 

四つのテスト 

Ⅰ真実かどうか 

Ⅱみんなに公平か 

Ⅲ好意と友情を深めるか 

Ⅳみんなのためになるかどうか 

THE ROTARY CLUB OF TAKATSUKI  国際ロータリー 第２６６０地区 

事務所 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 高槻阪急 6 階 

    TEL 072-683-1158  FAX 072-683-1174 

    URL  http://www.takatsukirc.org/ 

    E-mail takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

例会場 高槻阪急 6 階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 石田佳弘 幹事 長山正剛 クラブ運営委員長 山室匡史 会報担当副委員長 松下浩章 
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例会場変更（於：桃谷樓） 
 

 ガバナー補佐訪問  
 

◎ 国 歌  ･･･君が代 

◎ ソング  ･･･奉仕の理想 

◎ 卓話  国際ロータリー第 2660 地区   
ガバナー補佐 伊藤 智秋様 

◎ 例会後の行事 
2 月度定例理事会（於：事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3305 回 本日（2/1）の例会 

¥¥¥¥ 

 
 

◎ ソング  ･･･四つのテスト 

◎ 誕生、結婚、入会記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 卓話  西本 恵美子君 

「 ガバナー月信メルボルン国際大会の 
ご案内を 8 か月掲載させて頂いて 」 

◎ 例会後の行事 
第 3 回被選理事会（於：事務局） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3306 回 次週（2/8）の例会 

会員数 出席者数 出席 

47 名 31 名 65.96 ％ 

前々回例会補正後出席率  84.44 ％ 

但し、 Mup 6 名   欠席者 2 名 

出席規定摘用免除有資格者 0 名 

 

 

 

 

 

◎ゲスト・ビジター             計 0 名 
 
◎出席報告 
 

先週（1/25）の例会から 

）の例会から 

）の例会から 

2月は疾病予防と治療月間 

◎会長の時間 

 

経営者は株主の代理人として株主の利益を最大化す
るために働くわけであり、もしも株主の期待通りの働き
をしなければ、いとも簡単に更迭することが可能です。 
会社の存在理由は利益の最大化であり、ほとんどのア

メリカ人はその考え方で会社を経営しているようです。 
しかし日本人の多くはそのように単純には考えず、会

社は事業を通じて地域社会に貢献するために存在する
もの、すなわち社員や顧客のものだと考える人が多いよ
うです。 
株主は資金を提供するために存在するのであって、社

員や顧客が満足度を持てば、結果的に利益があがり株主
が儲かることになります。 
シェルドンの職業奉仕理念もほぼこれと同じ考え方

です。 
最近では、現代社会においては、経営者や従業員の暴

走を止める力を持っているのは株主ではなく、顧客や取
引先であると考える人も多く、Yahooリサーチ・モニタ
ーの調査によれば、会社は株主のもの31.6 % 、従業員
のもの25.2 %、経営者のもの15.6 % 、地域社会のもの
15.3 % という回答になっています。 
職業は社会に奉仕するために存在し、健全な事業を営

もうと思えば、経営者の努力に加えて、従業員、取引業
者・下請業者、顧客、同業者などの地域社会や行政など
のすべての協力が必要だと考えています。 
ロータリーではこれらの関係者すべてを総称して

Fellowsと呼んでいるのです。 
人間関係学の面から、事業に成功する方法を考えてみ

たいと思います。 
私たちがロータリアンの身分を保っているのも、ロー

タリーの会合に出られるのも、ひとえに自分の事業が上
手くいっているからです。 
これは、経営者である皆さま方の力量によるところが 
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大ですが、皆さま方の会社で働いてくれている従業員、
事業所に色々な品物を納めてくれている取引業者や下
請け業者、事業所から品物を買ってくれる顧客、さらに、
私たちの事業が、その町の中で普遍的に営んでいけるの
は同業者がいるおかげであることを忘れてはなりませ
ん。 
私たちを取り巻く全ての人たちのおかげで自分の事

業が成り立っているのだと考えるならば、自分が得た利
益を、自分で一人占めするのではなく、こういった自分
の事業に関係する人たちと適正にシェアをしながら、事
業を進めていけば、必ずあなたの事業は発展していくは
ずです。 
そのような経営方針を採用して事業が発展していく

様を、あなたの事業所をサンプルとして実証すれば、あ
なたの同業者の人たちは、あなたの事業態度を真似るに
違いありません。 
そうすれば、あなたの所属する業界全体の職業倫理が

上がっていくというのが、He profits most who serves 
bestの本来の意味です。 
この考え方は今も昔も変わらない真理です。 
企業は社会性、公共性、公益性という社会的責任を負

っています。 
社会性を果たすためには、顧客の求める商品やサービ

スを、適正価格で、適時に提供する必要があります。 
公共性を果たすためには、環境保護、独占禁止法違反、

粉飾決算、詐欺商法等の反社会行為や公共の福祉に反す
る商行為をしないことが必要です。 
公益性を果たすためには、国家や社会に対する貢献度

が問われます。 
最近の風潮として、単なる売上高や収益率によって企

業をランク付けするのではなく、優良企業の判定基準に
社会的責任や製品やサービスの品質の高さを加味する
傾向が加わってきました。 
フォーチュン誌が発表した2022年度のアメリカで賞

賛される企業の判定基準には革新性、人的管理、資産活
用、社会的責任、経営の質、財政の健全さ、製品・サー
ビスの品質、長期投資などの項目があり、1 Apple 
2 Amazon 3 Microsoft 4 Pfizer 5 Walt Disney

がランク付けされています。 
シェルドンは、持続して繁栄し発展しているいくつか

の企業に共通して見られる特徴を、サービスと名づけま
した。 
販売する商品や提供するサービスの品質が高いこと

が大切です。特に食品の場合には味覚に加えて安全性が
重要なポイントになります。 
価格が適正であることも大切なことです。 
品薄の機会を捉えて一時的には暴利を貪ることがで

きても、一旦価格が安定すれば顧客は戻ってはきませ
ん。 
店主や従業員の顧客への態度や気配り、豊富な品揃

え、公正な広告、商品や業務に対する知識、アフターサ
ービス、顧客が感じる満足感と公平感、こういったもの
全てがサービスであり、サービスの良い店には必ず顧客
がリピーターとなって訪れたり、別の顧客を紹介してく
れます。 
更に顧客の満足度の高い事業所は、結果として高い職

業倫理を持った事業所だと言うことができます。 
顧客の満足度を高めるサービスこそが企業の永続的

発展と成功を保証する唯一の方法なのです。 
シェルドンの職業奉仕理念をまとめて見ましょう。 
自らが儲けるために職業に就いているという考えを

捨てて、顧客の満足度を最優先しつつ、自らの職業を通
じて他人に奉仕をするという考えで事業を営めば、その
真摯な態度が顧客の心を捉えて、リピーターとして何度
も事業所を訪れたり、新規の顧客を紹介してくれるはず 

 

 

 

です。 
その結果大きな利潤が得られるとともに、その事業所

は継続的に発展していきます。 
そして、そのような事業所は結果として高い職業倫理

を持っているはずです。 
職業奉仕は職業倫理を高揚することではなく、職業奉

仕の実践が結果として高い職業倫理につながるのです。 
 

 
◎幹事報告 
・JR高槻駅前ロータリーの再開発によって撤去された
桜の木を再度植樹する事になりました。回覧を回しま
すので、多数の皆様のご出席をお願い致します。 

【日 時】2023年1月31日(火)13：00～ 
＊雨天の場合は時間の変更があるかもしれ 
ません。 

【場 所】JR高槻駅前ロータリー 
 
 
◎委員会報告 
〇クラブ研修委員会            赤羽 卓 
・本日の例会後に情報集会を予定しておりましたが中

止となりましたのでご連絡申し上げます。 
・今月は「職業奉仕間」です。ロータリーの友 1 月号

の推奨記事として、横書きの記事からは、P.3「祝！
『ロータリーの友』創刊 70 周年」、 P.8「RI 会長メ
ッセージ」、P.11「特集 職業奉仕月間」、P.26「PICK 
OUT PROJECT」、P.46「地区大会略報Ⅱ」、P.30「特集 
『友』創刊 70 周年特別企画」、縦書きの記事からは、
P.4「人間と AI が共生する職業の近未来のカタチ」、
P.13「卓話の泉」、P.20「ロータリー・アット・ワー
ク」をご紹介させていただきます。お時間のある時
にぜひ読んでいただければと思います。 

 
〇社会奉仕委員会            西本 恵美子 
・1/22(日)第 31 回高槻シティハーフマラソンが開催さ
れ、当クラブから 14 名、高槻中学高等学校 IAC から
13 名がポイントスタッフとして参加頂きました。あ
りがとうございました。当日配布致しましたブルゾン
と帽子は、SDGs の観点から来年も使用致しますので、
大切に保管して頂きますよう宜しくお願い致します。 

 
〇青少年奉仕委員会            篠原 光子 
・四天王寺高等学校中学校より「IAC 創部 40 周年記念
例会のご案内」が届いております。回覧を回しますの
で多数の皆様のご参加を宜しくお願い致します。 

【日 時】2023 年 3 月 14日(火)15：00～ 
【場 所】四天王寺高等学校中学校 和光館 
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◎卓話   「  私の履歴書  」   芦田 泰弦 
 
この度、高槻ロータリークラブに 11 月より入会させ

て頂きました ABC 薬局の芦田泰弦と申します。 
本日は貴重なお時間を頂戴しありがとうございます。

今回、倉本先生、 松尾先生、西田様にご推薦して頂き、
この高槻ロータリークラブに入会させて頂きました。倉
本先生や松尾先生は 10 年以上前から薬剤師会でもたい
へんお世話になっております。西田様は息子様も立派な
薬剤師さんで息子様共々お世話になっております。ご推
薦して頂いた 3 名の大先輩はとにかく日頃から迷った
時にはするどい直球で的確に指導して頂き感謝してお
ります。 
また 11 月に入会させて頂いた初日に沢山の先輩方と

名刺交換をさせて頂きました。その際に、『なんでも相
談してね』『気軽に参加してくれていいよ』『入会待って
たよ』『よく入会してくれたね』とたくさんの方々から
心温まるお言葉をかけて頂きました。不安ばかりの私に
とっては、その一言一言が励みになりました。本当にあ
りがとうございます。12 月には地区大会も一緒に参加
させて頂きました。とても大きな大会をサポート役とし
ておもてなしをし、様々な繋がりを目のあたりにした瞬
間でした。本当に人生を豊かにするクラブであると感じ 
ました。日頃から石田会長がおっしゃっている伝統と歴
史を大切にし、皆様と一緒に更なるこのロータリークラ
ブの繁栄に貢献できればと考えております。どうぞご指
導の程、宜しくお願い申し上げます。 
簡単ではありますが、私の自己紹介をさせて頂きま

す。 
私は 1972 年 に高槻で生まれ、現在 50 歳です。趣

味はスノーボードと手品です。家族構成は妻と娘は現在
中学 1 年と高校 1 年の 2 人おります。とにかく娘はダン
スが大好きでほぼ毎週末ダンスイベントなどに参加し、
私はカメラマンを担当しております。日頃はほとんど娘
から褒められることがないのですが、ダンスの始まる1・
2 時間ほど前から席取りをし、ばっちりカメラに収めら
れた時だけは褒めてもらえます。当分はこの厳しい状況
を乗り越えなければなりません。 
幼少時代からお話させて頂きます。小学生の頃は真冬

でも短パン・ランニングで過ごしていました。風邪もよ
りつかない強い男でした。またとにかくいたずら好き
で、親からはおしおきのやいとを何度も据えられまし
た。その後、地元の中学に進み、ぐれることもなく、親
にも迷惑をかけることもほとんどなく、やいとのおしお
きもなくなりました。高校は男子校で女子のいない自由
で気の使わない環境が私にはぴったりでした。大学は埼
玉県の城西大学薬学部に進学しました。関西からの学生
がほとんどおらず、関東弁の言葉の壁がありカルチャー
ショックになりました。入学当初は携帯電話やインター
ネットもなく友達もいないので、寂しい毎日でしたが、
閉店後の百貨店の床の清掃や飲み屋のアルバイトをし
ながら友好関係を広げ学生生活を満喫することができ
ました。初めての一人暮らしを経験し、ご飯や洗濯など
を自分でいきなり始めないといけない現実に直面し、親
の大切さを感じました。しかし一人暮らしは最高でし
た。 
卒業後は大阪に戻り、阪大病院の薬剤部に研修生とし

て入局し、その後アメリカのコネチカット州で 4 年間留
学をしました。憧れだけで留学をスタートしたので、英
語学校に通いその後、コネチカット大学薬学部の大学院
で医療経済学を専攻し、ハートフォード病院の薬剤部で
もアメリカの医療を勉強しました。留学中は一軒家を数
人で住むというハウスシェアをしていました。スーパー 
の掲示板にハウスシェアの空室のチラシがあり現地を
見学して探していました。１番最初に４人のアメリカ
人 
 
 

とハウスシェアしましたが、入居初日に顔の会わしてい
ないハウスメイトのおじさんと挨拶をした時に『俺マリ
ファナを吸うけど宜しく！』と言われ腰がぬけそうにな
りました。日本とは違い、アメリカは様々な人種があり
自由な人が多いと感じました。考えられない思想や行動
をする人もいます。私にとってはマリファナを吸うハウ
スメイトは悪人のような第一印象でしたが、腰が痛くて
マリファナを常用しており、普段は心が広く、とても優
しいおじさんで何でも相談できるアメリカの父のよう
な存在でした。 
帰国後は製薬会社の営業（医薬情報担当者）をし、男

の厳しい世界を知ることができました。どんな業界でも
営業は数字ありきの世界であり、自分の売り上げ成績も
当然大事です。しかし私が感じたことはまずは自分の成
績よりも頼りにしている先輩のために（また私を頼りに
してくれている先輩のためにも）尽くすことが大切であ
ることを学びました。頼りにしている先輩の成功が私自
身にもつながってくることを感じました。 
その後、現在の ABC 薬局に戻りあとを継ぐことになり

ました。もとは私の母が昭和 43 年に高槻市の上牧に小
さな薬局からスタートしました。現在は高槻・島本に調 
剤薬局として８店舗を経営しております。８年前に母か
らバトンタッチをして私が社長となりました。 
社長になった今でも沢山のスタッフに支えてもらっ

ています。人との出会いや繋がりが私の人生を支えてく
れたと感じております。私は特に大学時代は友達のいな
い埼玉県に行き、留学中はアメリカのコネチカット州と
いうのどかな町のためほとんど日本人はいませんでし
た。しかしたくさんの人との出会いがあり、私自身の心
を豊かにしてくれたと感じました。 
同様にこの高槻ロータリークラブの皆様と繋がりを

深めさせて頂き、更なるこのロータリークラブの繁栄に
貢献できればと考えております。どうぞご指導の程、宜
しくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございまし
た。 
 
 
 
 
 

高校生時代 

小学生時代 
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 ◎ニコニコ箱報告 
・皆出席内祝    清水君（表彰を受けまして！） 

・                     石田君 
・無事、王将戦終了致しました。ありがとうございまし
た。                   長山君 

 

              本日の合計   ￥  15,000-  
    7/1 よりの累計   ￥1,054,000-  

   
◎R 財団への寄付（年次） 
浜田 厚男君 ￥ 5,000- 河合 一人君 ￥10,000- 

 
本日の合計   ￥   15,000- 

         7/1 よりの累計   ￥  545,000- 

一人当たり平均      ＄95.41 
 

◎R 財団への寄付（ポリオ） 
 

本日の合計   ￥      0- 
         7/1 よりの累計   ￥  313,000-     
           一人当たり平均      ＄54.80 
 
◎米山奨学会への寄付  
浜田 厚男君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   5,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  417,500-      
                会員より  ￥  195,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 222,500- 
                  一人当たり平均   ￥   9,940- 
 
◎青少年育成基金への寄付 
石田 佳弘君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥    5,000-      

7/1 よりの累計  ￥   75,000- 
 

 

 

 

 

 

薬局スタッフ 

一番最初のハウスメイト 

ハートフォード病院 薬剤部  

家族写真 


