
 - 1 - 

前回の例会 

2015年 2月 27日(金)第 1651回 

卓 話 「わが師に学ぶ」 

卓話者 株式会社 蓬菜 

    常務取締役 田中 一昭様 

紹介者 國井 豊 会員 

今週の歌「R-O-T-A-R-Y」 

「いつでも夢を」 

お客様の紹介 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 
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事務所  〒590-0024堺市堺区向陵中町 2丁 5-10 杉本ビル 5-B・Tel:(072)255-1200番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 PANTARON   Tel:(072)228-3988番  （魚太郎直通電話） 

 URL     :  http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  辻 秀和（ツジ ヒデカズ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.org/tsuji/ 

         E-mail ： tsuji2014-d2640@ivy.ocn.ne.jp 

会長：山ノ内修一  幹事：塩見 守 広報委員長：坂田兼則  編集者：中川 澄 

 

2015年 3月 6日 第 1651号 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 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 

本日の例会 

 

時間 

 

 2015年 3月 6日(金)第 1652回 

卓 話 「百舌鳥・古市古墳群を 

世界文化遺産に」 

卓話者  堺市主幹 上田一也様 

紹介者  社会奉仕委員長 中田 学 

今週の歌「 君が代 」「 奉仕の理想 」 

    「 バースディソング 」 

お客様の紹介 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

○会員・奥様誕生祝い（3月度） 

北側 一雄 会員(2日) 藤永 華恵 様(17日) 

○結婚記念祝い（3月度） 

藤永  誉 会員(17日) 徳田 稔 会員(27日) 

澤井 久和 会員(27日) 

 

 2015年 3月 13日(金)第 1653回 

例会場変更＆夜間例会 

「出羽海部屋」ちゃんこ会 

同日 18：30」～ 

於：祥雲寺 

次回の例会 

 

時間 

 

 
 

2014－15 年度 国際ロータリーのテーマ 
「ロータリーに輝きを」 

Light Up Rotary 
国際ロータリー会長 ゲイリーC.K.ホァン（台湾・台北 RC） 

＜２月２７日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           32名 

出席会員           20名 

欠席会員            12名 

ビジター            2名 

ゲスト           1名      

1月 23日(金)の出席率   84.38％ 

 

http://www.sakai-kita.jp/
http://www.rid2640g.org/tsuji/
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卓   話  

 

「わが師に学ぶ」 

                   株式会社 蓬菜 

    常務取締役 田中 一昭様 

紹介者 國井 豊 会員 

 

はじめまして。本日は、國井様とのご縁で、皆様とお会いすることができ、『幸せが

いっぱい “ある時～！！”』です。 

日頃は551蓬莱をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。お陰様で、551蓬

莱は本年10月で創業70周年を迎えることになりました。 

“古くして古きもの滅びる 新しくして新しきものまた滅びる 古くして新しきも

ののみ永遠不滅”という言葉があります。これは、『老舗ののれんの上に、あぐらをか

いていたら、いつかは滅びる。ベンチャー企業で急上昇しても、そのままだとやはり

滅びる。つまり、培われてきた伝統の良さをしっかり守りながら、常に新しい良さをプ

ラスする努力をし続ける限り、永遠に不滅』という意味です。まさに、これは551蓬莱

そのものです。 

 ところで、551 蓬莱と私との出会いですが、今から 50 年前になります。実は、某社

から内定を頂いていたのですが、その会社から活気が感じられず、就職を悩んでいる時、

ゼミの先生から、551 蓬莱の社長にお会いする“ご縁”を頂きました。これが、551 蓬

莱 創業経営者 羅 邦強（ﾗ ﾎｳｷｮｳ）との出会いです。 

ですが、とても不思議な面接でした。1 回目は社長の話をお聞きするのみでしたが、

『とにかく自分で考えろ。』と言われました。そして、2回目。自分なりに一生懸命考え、

お世話になりたい旨をお伝えしましたが、『もう一度考えろ。』そして、最後には『採用

か不採用か自分で決めなさい』とまで言われました。この一言で、この人の下で働きた

い！！と強く思い、自分で採用と決めました。 

この決心が、私の551蓬莱人生のスタートです。 

私は、創業経営者から多くの事を学びました。 

① 人間一生勉強や 

② 貧乏にならない方法 

③ 怒りは愛の変形 

皆さんはこの言葉をどのように感じられますか？私は、この3つの教えから、自分なり

に7つの宝物を見つけました。 

～私の7つの宝物～ 

① 家族 

家族はかけがえのない存在です。家族の話を聞く事、家族に自分の話をする事、だか

らこそ、この家族の為に、仕事を頑張ろうという気持ちが出ます。存在に感謝・感謝で

す。 

② 会長・社長・嫁さん  

本気で僕を叱り、そして育ててくれた人達です。叱るって、難しい事とご存知ですか？

叱るにはエネルギーも、相手を思う気持ちも必要です。感謝以外、何ものもありません。 

③ 豚まん・アイスキャンデー  

551 蓬莱の、根幹を成す“名商品”です。皆さんのお蔭で大阪を代表するお土産にまで

なりました。 

④ 友・同志  

自分の知らない事を知っている人といかに多く出会う事ができるか。友は最高の財産で
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会長の時間 

す。 

⑤ 551蓬莱の経営方針と組織  

『できるだけ良いものを、できるだけ安く、できるだけたくさんのお客様に』『自分が

食べる身になって作る 買う身になって販売する お客様の立場になって仕事に取り

組む』 

『Big CompanyよりGood Company』 

これが551蓬莱なのです。 

⑥ 健康な体  

『積極的行動に耐えられる体力・何かをしようという気力の充実』これが私の思う健康

な体です。 

⑦ たくさんの思い出 （思い出は重いで）  

皆さんも良い思い出をたくさん作って下さい。良い思い出は、将来への糧となります。 

 

最後に、私の考える、商売の鉄則と人間関係円滑の大原則をお贈りしたいと思います。 

『商売は、3 社が喜ばないとあきません。お客様・取引先様・そして最後に我々551 蓬

莱！！人間関係を円滑にするには、相手の身になり、相手がしてほしいことを考え、出

来る事を出来るだけして差し上げる。』 

これからも、日々の出会いに感謝し、精進してまいります。皆様、ありがとうござい

ました。 

 

 

       

「憂きことの・・・」 

会長 山ノ内修一 

 

 田中さん、ようこそお越し下さいました。どこかでお見かけしたような・・と思った

らテレビのコマーシャルだったんですね。「あるとき－っ！」「ないとき－っ！」。今日は

卓話をよろしくお願いします。 

 ところで先ほど城岡さんが近づいて来られて「山ちゃん・・」と声をかけてくれたの

ですが、そのあと「えーっと何を言おうとしたんやろ？・・忘れた！ボケてきたんやろ

か・・・」 

 実は私もそういうことが近頃ちょいちょいあります。さっき置いたはずの書類がそこ

になかったり・・、何かを探していたのに何を探していたのかわからなくなったり・・・。

だんだん「老い」を感じることが増えてきました。 

城岡さんと私は同い年でともに６５歳。過去を振り返ると５年、１０年はあっという間

に過ぎました。この先もこの調子で時間が過ぎると７０歳、７５歳もすぐに来ます。年

がいったなと思いますが、もうしばらくはがんばらなくてはなりません。 

今日の卓題は「わが師に学ぶ」ですが、私の高校時代の恩師が教えてくれた言葉に熊沢

蕃山の『憂きことの なほこの上に 積もれかし 限りある身の 力ためさん』という

のがあります。イヤなことや思うようにいかないことが沢山降りかかって来るが、どれ

だけ弾き返せるかトライしてみよう、と言うような意味でしょう。 

 生きていくのは「憂きこと」の連続です。この言葉を胸に「限りある身の力」を試し

続けたいと思います。そしてカッコよく「老い」たいと思うのです。 
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Ｓ Ａ Ａ 報 告 

幹 事 報 告 

 

 

堀畑好秀会員 ちん電「青らん」に堺北ロータリーの皆様試乗会に御乗車いただき有難

うございました。 

國井 豊会員 本日は田中一昭様、卓話よろしくお願いします。本日は家族一家で参加

させていただきます。 

山ノ内修一会員 田中さん、よくお越し下さいました。卓話楽しみにしています。 

山中喜八郎会員 本日卓話、田中様楽しみにしています。 

山中喜八郎会員 本日は久しぶりに國井さんの奥さんと娘さんに会えて、今日は良い事

がありそう。 

中川 澄会員 蓬莱様は天王寺動物園に白熊を寄付したとお聞きして、何て立派な会社

だろうと思っておりました。田中様、本日の卓話楽しみにしております。 

塩見 守会員 田中さん、ようこそ堺北ＲＣにお越し下さいました。本日の卓話楽しみ

にしております。 

奥野圭作会員 先日の例会、急用で欠席させていただきました。誠に申し訳ありません。 

笹山悦夫会員 田中一昭様ようこそいらっしゃいました。卓話とても楽しみにしており

ます。 

       國井会員の奥様、娘さんがいらっしゃって例会が急に明るくなりました。

ありがとうございます。 

 計 ２１，０００円 

 

 

 

(１)配布物  ・週報 

(２)他クラブ例会変更のお知らせ 

・堺泉ヶ丘ロータリークラブ 

3月24日(火)→3月28日(土) 『春の宴（桜祭り）例会』 

  於：比楽紡績株式会社 駐車場 

・堺フェニックスロータリークラブ 

 3月19日(木)→3月14日(土)15：00～16：30『南大阪在宅医療看護講演会』 

(堺市堺区翁橋町1-99)           

 ・堺フラワーロータリークラブ 

3月 14日(土)→3月8日(日)9：30～「内川・土居川美化活動」於：ザビエル公園前 

3月 21日(土)→3月17日(火)6：30～「互輪会」於：天野山カントリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ガバナー月信3月号より抜粋 

 

高野山「ロータリーの森林」契約延長について 
  

国際ロータリー第2 6 4 0 地区 

例会後に田中一昭さんと記念撮影しました 青らん試乗会に参加いたしました 

 


