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022年 1月 21日（金) 第 1941回 

卓 話   「 日本と中国のここが違う 」 

卓話者   大阪電気通信大学 総合情報学部 

       准教授 佐藤 礼華 様 

紹介者   城岡 陽志 会員    

今週の歌  「 それでこそロータリー 」  

      「 堺北ＲＣの歌 」「 寒い朝 」 

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  

〇皆出席表彰（1 月度）  

 藤永 誉 会員（第１０回）  

 吉村博勝会員（第１回） 

〇米山功労者表彰 

 嶽盛和三会員（第19回メジャードナー）  

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2022年 1月 28日第 1941号 

2022年 1月 28日（金)第 1942回 

卓 話 「 職業奉仕フォーラム 」 

卓話者  坂田 兼則 職業奉仕委員長 

今週の歌  「 日も風も星も 」  

      「 荒城の月 」 

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  

 

 

 

2021-22年度 国際ロータリーのテーマ 

    「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

  国際ロータリー会長 シェカール・メータ（インド・カルカッタ-マハナガルRC） 

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 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

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

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 豊岡 敬 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/toyooka/  

E-mail ： toyooka@rid2640g.com 

会長：中川 澄  幹事：綿谷伸一  広報委員長：池田茂雄  編集者：池田茂雄 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

2022年 2月 4日（金)第 1943回 
   「 第２回クラブアッセンブリー 」 

       各委員会委員長 

本日の例会 

 

時間 

 

＜1月13日(木)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            14名 
欠席会員              16名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            0名 

今週の歌 

「 荒城の月 」 

 

 春高楼の 花の宴 

 巡る盃 影さして 

 千代の松が枝  

 分け出でし 

 昔の光 今いずこ 
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     「 日本と中国のここが違う 」 

大阪電気通信大学 総合情報学部 

       准教授 佐藤 礼華 様 

紹介者 城岡陽志会員  

 

 北京出身の私は、今では、日本

での生活が中国よりも長くなっ

ていますが、研究や仕事、そして

人々との付き合いは両国ともに

行い、様々な文化や習慣の違い

を身にしみて感じています。本

日の話は、ほんの少ししかでき

ませんが、お互いの理解が深まるように、これか

らも皆様との長い付き合いを期待しています。 

本日の話題は、「日常生活の違い」をメインしまし

た。日本人、中国人、在日中国人の異なる立場か

ら、考え方や付き合い方、様々なことに対する認

識の仕方などに違いがあることについてご理解

されているでしょうか？ 

日々ニュースで中国に関する話題が取り上げら

れることも多いのですが、日常生活にほど遠い話

題が多いことも事実です。「日本では、ある一面で

は中国からのプレッシャーを感じながらネガテ

ィブな感情をもっているが、経済面をはじめとし

て中国との関係は重要だという認識がある」、「双

方の国民は、対立よりも協力を求めているという

結果が浮かび上がった」と NHKの世論調査の分析

結果も出ています。中国と日本の隣人としての付

き合いは、「斬不断理還乱（関係を切れない、解い

ても、余計にもつれる）」の関係になっているかも

しれませんね。それでも、我々は個人として、日

本人と中国人との付き合いは楽しむべきと思っ

ています。そのために、まず、日本人と異なる中

国人の性格、マナー、食生活、家族、仕事、恋愛・

結婚観など様々な角度から理解することが不可

欠と思います。卓話で皆様とお話ができたことは

いい機会になっていると思います。今後も「ビジ

ネスの違い」、「制度の違い」、「今後の日中関係」

などについて皆様と更なる交流の機会があれば

幸いです。 

 

 

 

 

会長 中川 澄 

 

 本日は、退職した従業員が顧客や

従業員を引き抜いてライバル会社

を設立したりライバル会社に入社

したりすることは許されるのか、と

いうお話です。 

 最近、勤務先から顧客情報を持ち

出して退職後顧客を奪った案件に関し、顧客情報

を持ち出した元社員の逮捕が相次いで報道され

ています。１つは、京都市の税理士法人で、取引

先の企業の財務情報や社員の給与、マイナンバー

などの個人情報をハードディスクに複製して持

ち出した疑いで元従業員の税理士及びアルバイ

トが不正競争防止法違反等の容疑で逮捕されま

した。この元従業員らは、退職後、税理士事務所

を立ち上げたのですが、その後、元勤務先である

税理士法人の顧客が契約を解除するケースが相

次ぎ、不審に思った法人側が調査したところ、２

人が退職前に顧客データを不正取得したことが

明らかになったとのことです。もう１つは、愛知

県の不動産会社の店長が、顧客情報などにアクセ

スできるＵＲＬを転職予定先の不動産会社にメ

ールで送信し、その後、顧客情報などを取得して

不正競争防止農違反の容疑で逮捕された案件で

す。 

 顧客情報などが営業秘密として不正競争防止

法により保護されるためには、それが営業秘密で

あることを会社が従業員に周知させ、しっかり管

理する必要があります。 

 従業員が退職後同業の会社を立ち上げたり同

業他社に転職したりすることを防げないかとい

うご相談はよくお受けします。 

従業員にも職業選択の自由があるので、在職中、

会社と何の約束もなければ退職後にライバル会

社を立ち上げることは阻止できません。では、就

業規則で退職後の競業行為を規制したり、入社時

や在職時に退職後に競業をしないとの誓約書を

書いてもらったりすれば競業を阻止できるのか

ですが、退職後の競業行為を規制する就業規則や

誓約書が無条件で有効とされるわけではありま

せん。判例では、競業行為を誓約する合意は、「会

社の利益、元従業員の不利益及び社会的利害に立

卓  話 会長の時間 

時間 
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って、制限期間、場所的職種的範囲、代償の有無

を検討し、合理的範囲において有効」としていま

す。 

 また、退職後、元同僚を引き抜いて行かれたり、

もともと担当していた得意先を持って行かれた

としても、営業秘密の侵害があったり、やりかた

があまりにひどかったりする場合以外は止める

手立てはありません。 

 

 

 

広報委員会 

「ロータリーの友・1月号紹介」 

           広報委員長 池田 茂雄 

 

「左開き」 

(1)「シエカール・メータ RI 会長メ

ッセージ」（5ページ） 

ロータリーの基本理念の一つ、どん

な職業の人も自分の職業を生かしな

がら世のため人のために尽くすことであると言

っておられます。2004年スマトラ沖地震の時、私

の地区は壊滅的な被害を受け何千軒もの住宅が

全壊.電気.水道が止まった。私は職業柄、困って

いるこの人達のために500軒の住宅を建てること

を決意した。今までに様々な建物を手掛けてきた

が、この時は、完成した住宅を引き渡すときの満

足感、そして、今迄に建てたどんな建物よりも感

動が大きかった。自分の仕職業を生かし、世のた

め人のためにつくす事が出来た満足感だったの

でしょう。 

(2）「国際大会に参加」（14ページ） 

2022年 6月 4日(土)～8日(水)、米国テキサス州

ヒューストンで、「2022 年度国際大会」が開かれ

ます。新型コロナウイルス感染防止のためオンラ

インでの「バーチャル開催」が続きましたが、3年

ぶりに「対面式国際大会」が開かれます。もちろ

ん、オンライン参加もできます。 

（3）ロータリーの親睦（29ページ） 

ロータリーの親睦とは、ロータリーという苗木が

成長するために、その根元に栄養を与える土壌の

ようなもの、それがロータリークラブなのだとい

う事なのです。 

・日本語での親睦は、英語に訳すと「friend ship」

という意味で使われます。 

「friend ship」とは、親しい者同士の友情、交友

関係のこと 

・ロータリーにおける親睦とは、これとは違い英

語では「fellow ship」なのです。 

「fellow ship」とは、志を同じくする者同士の集

まり、つまりチームや組織など目的を同じくする

者同士の交友関係のこと。単なる交友関係と違い

ロータリーの親睦はより深い仲間なのです。 

・良き親睦を作り出すには、姓ではなく、名前で

呼び合うこと、そして、意見は言っても、他人の

悪口や陰口は決して言わないことなど、全 8項目

注意事項が列挙されております。 

「右開き」 

（1）「友愛の広場」（57ページ） 

「10 年継続の子ども囲碁行事からプロ棋士誕生」 

当クラブの記事が 57 ページ「友愛の広場」にト

ップ記事で載っております。 

内容は、今から 10 年前、第 1 回「子ども囲碁フ

ェスタ・堺」を開催、それ以降、毎年続けて開催

しておりますが、このことが載っております。 

その内容ですが、これについて、昨年の夏、驚く

べき発見がありました。名人戦Ａクラス参加者の

中からプロ棋士が3名誕生していることが分かっ

たのです。 

第1回目優勝の田中康湧君、 準優勝の辻篤仁君、 

第 2回目優勝の渡辺寛大君ですが、共に当時小学

4年生でした。この 3名が 15歳、16歳で難関を

乗り越えて見事プロ棋士になっていたのです。 

 時を同じくして、このうちの中の保護者の方か

ら手紙が届きました。 

「その節は貴重な機会を与えて頂いたことに感

謝しております。おかげさまで息子は今、囲碁プ

ロ棋士として人生を楽しく頑張っております。あ

の時頂いた賞状が大きな記念になり、大切に飾っ

ております。ありがとうございました。」 

 このような手紙を頂いて、当クラブにとっては、

今後の活動をする上で、大きな励みになっていま

す。三名の皆さん、ますますのご活躍を祈念して

おります。頑張ってください。新型コロナの影響

が続きますが、一日も早く収束し、行事が再会で

きる日を楽しみに待っております。 

 概ね、以上のような内容で掲載されております

ので、是非、お目通し下さいませ。 

私、一回目に出席しておりましたので、その場の

雰囲気を見ていて、もしかして、この中からプロ

委員会報告 

時間 
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棋士が誕生するかもと思いましたので、ホームペ

ージにそのことをアップさせて頂きました。同時

にその時も「ロータリーの友」に投稿させて頂き

ました。それが的中しましたので、ビックリする

と同時に感激しております。 

 

 

社会奉仕委員会 

   「＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」 

            社会奉仕委員長 中田 学 

 

 1月度「ダメ ゼッタイ」募金を行

いました。今回は千早赤阪村のファ

ームランド福永さんが作っておられ

るイチゴです。すごく人気で朝 11時

から販売されていますが、長蛇の列

です。皆さん、一度食べてみてください。 

募金金額は、８，３００円でした。皆様のご協力

に感謝いたします。 

 

 

 

 

（１）本日配布物 

 ・週報  

  ・卓話資料  

  ・ロータリーの友 1月号 

 ・創立 40周年記念誌 

   

 

 

 （50音順） 

池田茂雄会員 立派な「40周年記念誌」が出来上 

       がりました。おめでとうございま 

       す。 

塩見 守会員 佐藤様、ようこそ堺北 RCへお越 

       し下さいました。。本日の卓話楽 

       しみにしております。 

城岡陽志会員 王さん、今日は忙しいのに、あり 

       がとう。本音でヨロシク。 

昭和 24年会より 忘年会の残りです。 

嶽盛和三会員 例会 2回目ですが、明けましてお 

       めでとうございます。本年もよろ 

       しくお願いします。佐藤先生卓話  

       楽しみにしております。 

鶴 啓之会員 佐藤様、本日の卓話、楽しみにし 

       ておりました。よろしくお願いし 

       ます。 

中川 澄会員 佐藤先生、ようこそお越し下さい 

       ました。卓話よろしくお願いしま 

       す。 

中田 学会員 佐藤様、本日の卓話楽しみです。 

永富久紀会員 佐藤様、本日はよろしくお願いし 

       ます。 

平野祥之会員 佐藤先生、本日は卓話楽しみにし 

       ています。 

吉村博勝会員 第1回目の皆出席表彰をいただき 

       ありがとうございます。本日の卓 

       話楽しみにしています。 

 合計３８，５００円 

 

 

ＳＡＡ報告 

時間 

 

幹事報告 

時間 

 

例 会 風 景 

1月度 皆出席表彰 代表 吉村博勝会員（第1回） 

佐藤先生、卓話ありがとうございました 

米山功労者表彰 

 嶽盛和三会員（第19回メジャードナー）  


