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2019-2020年度RIテーマ

＜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
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基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間
次週（９月１２日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

１）例

（2484回）

会

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング

３）ソング

３）卓

４）卓

君が代・奉仕の理想

我等の生業
「個人間売買の昨今」
御木

話「2019ラグビーワールドカップ」
中村

☆☆

９月度のお誕生日

2日 在 本
茂
16日 中村 健輔
21日 髙 田
肇
26日 福 井
興

威会員

健輔会員

☆☆

11日 山本 邦人
19日 中島 清治
24日 南川 和茂
26日 阪本 宗久
（以上敬称略）

＊＊

話

（2485回）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。先週は初めてのイブニング
例会でした。テーブル情報集会と通常例会が合
体したような雰囲気で、ハワイアンの演奏もあ
り楽しめましたでしょうか？ 始めての試みで
ご不満もおありでしょうが次回があればもっと
良い雰囲気になるように努力したいとおもいま
す。
朝晩少し涼しくなりましたが連日の雨が鬱陶
しいですね。この秋雨前線は激しい雨をもたら
さない傾向がありますが、今回は珍しく梅雨前
線のように活発になっています。地球温暖化の
影響が背景にあると思われます。大阪も安全と
思わないで注意が必要です。
韓国の記事が小さく載っていました。驚いた
ことに韓国の小学校にはプールが無いのです正
確には１％で日本は９６％です。世界でも学校
にプールのある国はすくないです。韓国人は「か
なずち」の人が多い、数年前にセウォル号の水難
事故で３００名の人が亡くなりました。泳げな

い高校生が多数いたと思います、日頃の教育が
大事だなと思いました。
残りが10ヶ月になりました。
「一人が一人を連
れて来よう」よろしくお願いいたします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①9.10月卓話予定者表をお届けしております。
担
当になられた方は卓話のテーマ及び卓話者を
事務局までご連絡お願いいたします。
②地区大会登録申込書を事務局にご提出お願い
いたします。
③「2019-20年度 上半期会費のお願い」をさせて
頂いております。お振り込み宜しくお願いい
たします。
④本日例会終了後「9月度定例理事会」を開催い
たします。関係各位宜しくお願いいたします。
⑤Windows7のサポート終了に伴い、事務局のパソ
コンをWindows10に移行させていただきたいと
思います。どなたか余っているPCがあれば、幹
事までお声掛けお願い致します。

☆☆

９月度理事会決定事項

☆☆

・新入会員（望田謙三氏）の入会が承認されまし
た
・家族会（10月5日）がネスタリゾート神戸で開催
されます。
・三世代社会奉仕事業（10月12日）は児童院の子
供達を琵琶湖クルーズに招待します。
・新年例会（1月9日）を天満宮会館で開催します。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

２名
０名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

48名
32名(43名)
18名
11名

敬称を略す

本日の卓話、宜しくお願いします 西井 幾雄
西井会員、本日の卓話楽しみにしています
中村 修
西井さん、ＮＰＣコーポレーション（旧なにわ
印刷）苦労話、楽しみにしています 南川 和茂
西井会員の卓話、楽しく眠らないように拝聴し
ます
中川 政照
西井さん、卓話楽しみにしております、頑張っ
て下さい
木川 武利
中川さん、息子の指輪の件でお世話になりまし
た、素晴らしかったです
髙田 肇
令和元年8月29日

合計金

29,000円

累計金

444,000円

☆☆ 先週（8 月 29 日）の卓話 ☆☆

8月29日の出席率
74.42％
５週間前（8月1日）の
メークアップを含む出席率 81.40％
メークアップ実施会員
1名（欠席者9名)
社名は変えましたが、印刷に依存しており、紙
が離れ時代に対応出来ている会社となっていま
せん。独自性を出す為に、大学に多くのお客さん
に持っていますので、
平成20年に大学問題研究所
を元大学教授の阿部氏を迎え設立しました。そ
の報告書はお配りしています。またこれから印
刷はスマホに一部は変わるのでないかとARとい
うアプリを自社開発し、印刷物と動画が一体に
なり情報発信されるとの仮定の元に力を入れて
います。紙が印刷に代わり、スマホ等で情報の伝
達がされる、その拠点となるコンテンツを持つ
ことで優良な会社になろうとしています。
印刷業界の時代に流れに付いて行けたと思い
ますが、人を育てることが出来ていない、有能な
社員を育てることが出来なかったと反省してい
ます。そこで4年程前から会社は人はどうあるべ
きかと会議の度に述べています。人材を育てれ
れる組織、チャレンジ精神があり、人間としての
フィロソフィー、矢張り、松下幸之助ではないで
すが、人を育てていないと強くならない、儲から
ない、会社が小さくなってしまいます。
それが抜けたのが、長年の経営者としての反
省です。 その欠点から業績の不振が長くなって
続いています。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
パンプキンクリームスープ、クルトン添え
チキンのバロティーヌ、ウィーン風、
茸とポテトのソテーとシェリー酒風味の
カフェオレソース
洋梨のタルト、キャラメルチョコレートソース
コーヒー又は、紅茶
バゲット、胡桃入りソフトロールとバター

なりわい

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎
元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想

みくに

奉仕の理想に集いし友よ

くおん

御国に捧げん我等の生業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

永久に栄えよ

我等のロータリー
ロータリー

「経営者＝社長・45年」
西井 幾雄会員
大学を出て1年だけ東京の技報堂と言う会社
に印刷の勉強の為に、修行に行きました。
その後、直ぐにナニワ印刷の子会社の大竹美
術に入社しました。大竹美術とは活版印刷の版
を作る会社でした。この会社は20人位、すぐに専
務に成りました。それ以来、45年間、会社経営に
関わっています。当時は大学を出て、時間は経っ
ていませんでしたので、これはダメでないかと、
出来ないことを責めるタイプの経営者でした。
会社の方針として活版印刷の版の制作に見切り
つけ、オフセットの製版会社に変え何とか経営
していました。
暫くすれば、石油ショツクが起こりそれに伴
い印刷代金も上げましたが、この時は世の中は
カラーの時代に入り、実際は活版印刷は時代遅
れになり、売上がままならず、活版印刷では採算
が難しいでした。
平成9年をピークに印刷業界の出荷が徐々に
下がり始めました。コピーの普及、印刷原稿をパ
ソコンで作る、印刷物での会社案内でなく、ホー
ムページと紙離れを今に至るまで起こしていま
す。 この変化は写真フイルムがなくなったごと
く、アナログからデジタルに印刷の中抜きが始
まりました。
グループを一つに纏めて平成16年に
NPCコーポレーションと社名を改めました。この
命名はNナニワ Pプリント Cカンパニーに由来し
ています。

）内は会員総数を基準とした値

