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第 1111 回例会報告                          9 月  7 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会   9月   14日（水） 次週予告   9月  21日（水） 

◎ソング 「我等の生業」 

           池田 美江 会員  

◎プログラム 

          宝塚演奏家連盟コンサート（第 2回） 

◎ソング 「われら日本のロータリアンの歌」 

            田辺 朱希美 会員 

◎プログラム  卓話 

田中 哲三 会員           

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 

IT業界の巨人アップル社は、日本時間 9月 8日

午前 2時に開催する新製品イベントにおいて、

iPhone 7（仮称）を発表すると言われています。 

 最も注目すべき従来モデルとの変更点の 1 つは、

3.5 mmイヤフォンジャックの廃止です。若者が電

車などで音楽を聞いているときにスマホとつない

でいる部分です。 

スマートフォンやラジオなどでは、イヤフォン

ジャックを利用するのがこれまで再生の主流でし

たが、アップル社は、主力製品（世界で 10億台以

上販売）である iPhoneをさらに薄く、シンプルな

設計にしようというのが今回の変更ポイントのよ

うです。 

そろそろ飽和したスマートフォン市場において、

本体の “薄さ” が差別化の 1つです。 

イヤフォンジャックがなくなると、当然これま

で使用してきたイヤフォンを挿すことはできなく

なり、アップル社仕様のイヤフォンが必要となり

ます。 

アップル社からのお墨付きを取得するには、一

定のライセンス費用が発生し、それは商品金額

10％程度の値上げにつながるほど高額です。 

イヤフォンメーカーは厳しい選択を必要とされ、

世界はアップル社の動きに翻弄され続けているの

が現状です。 

 

今日の本は「おかげさまで生きる」 

矢作 直樹著 幻冬舎です。 

著者は、現在東大病院の救急部集中治療部長と

して救急医療の第一線で活躍しています。 

たどり着いた結論は「死を心配することはない。

毎日を楽しく生きることが私たちの使命である。」

「肉体の死は誰にも等しくやってくるが、死後の

世界はいつも私たちの身近にあり、再会したい人

にも会える。しかし、その前に自分の人生を全う

すべき、すなわち自分を知ることが大切だ。」とい

うことです。 

「お天道様に恥じない生き方をするために、生
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きている間にあれこれ自問自答し、さまざまな経

験を経た後にあの世へと還るのがこの世のルール

である。」と言っています。 

「自分を知るためには他人を知ることが必須で

ある。その時、人は『おかげさま』という言葉を

学び、『おかげさま』の力が自分の周囲に満ちてい

る。」と気づくのだそうです。 

ロータリーの「奉仕の理想」と相性がいいかも

しれません。 

 

 

卓 話 

              定籐 繁樹 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話とは Table Speechを意味するローターリ

ークラブ特有の言葉であるらしい。 

ロータリーは 1905年、ポール・ハリスによって

シカゴで発足し、現在の会員数は 120人。ライオ

ンズは同じシカゴで、メルビン・ジョーンズによ

って 1913年に発足し、現在 140万人の会員がいる

と言われている。ヘレンケラーとのつながりが深

い。 

 私の勤務する関西学院大学経営戦略研究科（ビ

ジネス・アカウンティングスクール）は専門職大

学院（プロフェッショナルスクール）の一つであ

り、同類にはメディカルスクール、ロースクール

などがある。 

メディカルスクールは医師を、ロースクールは

裁判官・弁護士等の法曹人を育成する。ビジネス

スクールは、将来の企業幹部・役員などの高度専

門職業人を育成している。 

ビジネススクールは、日本には現在 32校（2300

人）あり、米国には 1,238校(188,000人)ある。 

 米国のハーバードやスタンフォードなどの名門

ビジネススクールの授業料は 1000万円近い。 

但し卒業して MBA（経営学修士）を取得すれば

年俸は倍増する。日本では MBAの価値を認める企

業が少ない。このため米国などで MBAを取得した

ものは、日本の企業に合わなくなり辞めるものが

多い。 

私は、ビジネススクールで、ベンチャー、産学

連携、新事業創成を教えている。 

授業は梅田茶屋町という都心部で、平日の夜と

土曜日・日曜日に行われている。 

20歳代後半から 60歳まで多様な人々が真剣に

学んでいる。 

学部の授業では、休講すると学生から歓迎され

るが、ビジネススクールの場合はブーイングもの

で「授業料を返せ」と言わんばかり。 

緊張感があり教え甲斐がある。今年から女性の

社会人院生が増えている。女性活躍社会の影響が

大きい。 

また医療経営プログラムを拡充して、新たな需

要の掘り起こしを行っている。 

                   以上 

                                   

 

○小山 一子 君 

 あすバースデーです。前夜祭のお祝いありがと

うございます。９日に健幸セミナー開催します。 

ご声援よろしくお願いいたします。 

○桑田 昭世 君 

 ９月になってもまだまだ暑い。台風にも負けず 

この温度にもガマンガマンでがんばってニコニコ。 

 

 

□ソング 

 「君が代」「それでこそロータリー」       

野木 久子 会員 

□お客様 なし 

□出席報告 

 
会員

数 

出席免

除 

算定 本日 MU 出席率 

本日 34 1 33 27  81.82 

前々回 

8/24 
34 2 32 26 4 93.75 

プログラム 

ニコニコ箱 

週刊報告 
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□幹事報告 

① 名簿作成の件 

 宝塚３ロータリー合同で３年毎に名簿を作って

いたが今回の作成の是非。 

 宝塚 RCは不要、宝塚武庫川 RCは賛成。宝塚中

RCは? 全員作成につき賛成の結来。結果を踏ま

え 3RCで協議する。 

② １２月３日の演奏会チケットの販売方法につ

いて。 

定員３８０名について、演奏家連盟分５０枚を 

除き３３０枚分をどうするか? 

会長からの提案で宝塚中 RC各自１万円分の負

担とすると、10000÷2500=４枚 

 ４枚×34人=１４０枚で１４０枚分を確保したう

えで、学校関係に無料配布して協力を求めてはど

うかの提案があった。配布先は市内の県立高校。 

会長の提案の骨子は了承されたが、具体的に配

布先は持ち越しとなった。 

③ 事務局の引越し作業が終了し,引越(運搬費)し

の見積もりが 64,720円が了承された 

④ 9月の例会のゲストスピーカーをされたＮＧＯ 

団体の大口忠男氏に対し 5万円の寄付をすること

を了承された。 

⑤ ９月２８日（水）の例会を変更し、移動例会と

して２７日（火）19：00大門会員からお借りした

新事務所で行い、お披露目会の後近くの焼き肉店

で懇親会を行なうことを了承された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月誕生日の定籐会員。 

９月誕生日の竹原会員と小山会員です。  

今年度のプレゼントは大西親睦委員長のアイデア

で、池田会員に作成をお願いした“クラブ名入りタ

オル”です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 今週の本 

「おかげさまで生きる」 

矢作 直樹 著 幻冬舎 

 

 

 


