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では少し仕事を離れて、オフタイムの話題を少し。これはフィリピンの田舎でした
ボウリングの写真ですが、ボールにご注目を。サイズが小さく、砲丸投げの球のよう
です。しかも、指を入れる穴がありませんので、投げるときは両手で投げます。
2投ではなかなかピンが全部倒れないので、3投します。もちろんスコアは手書き。
傑作なのは、ピンの奥に人が立っていて、すね毛の生えた足が見えていることです。
投げると、なんとその人が手で投げ返してくれます。灼熱のフィリピンで中に入って
いる人には拷問のようでしょうね～。

Club Weekly Report

第１１４３例会

２０２２年４月５日

関西国際空港ロータリークラブ

これは、夏に日本へ来てもらったときに自宅で撮影した写真です。自宅へ来てもら
うとき、女性には浴衣を着せてあげるとみな大喜びします。このときは、この後で、
佐野くどきを観に行きました。後ろの眼鏡をかけている男性はインド人技術者です。
さすがインド人という感じで日本人技術者よりも数段優秀でした。

これは、タイのパタヤビーチで夜中の3時頃に撮影した写真です。
システム導入時、現地スタッフにとっては、通常の業務に加え新しい業務にも対応
しなければならず、かなりストレスがたまります。そこで、このときは1泊2日での慰
安旅行が行われました(費用は全て現地マネージャー負担。)。仕事上は実に生真面目
な平均年齢25歳くらいの経理部門のスタッフですが、休日はどんな感じだろう？タイ
人は日本人と大分違うのだろうな？と想像していましたが、いざ一緒に行ってみる
と、することは日本の25歳くらいの女性とたいして変わりませんでした。
夕方、会社を貸切バスに乗って出発し、到着すると、制服からおしゃれな服に着替
えてディナー。出発が遅かったので、終わったのは0時前。それからディスコに繰り
出し、皆踊る踊る…。こちらは眠いので、やっと帰れるかと思ったら、ビーチへ行
き、写真を撮ってひと騒ぎ。その翌朝早く起こされ、写真の様に散歩。その後、船で
対岸の島まで行って水上スキー。船ではウィスキーを入れてもらったり、いろいろと
至れり尽くせり世話をやいてくれます。
出張中は激務で疲れますが、いろいろなことも経験できて楽しいことも多いです。
欧州の写真も少しだけ紹介しておきます。これは、スペイン・バルセロナの工場で
す。スペインは、ご存じのとおりシエスタ(昼休憩)が長いですが、工場の従業員たち
は、休憩せずに午後3時くらいまで働いて、それから会社の食堂でランチをしてから
帰宅していたようです。しかし日本人は、そこからも延々と夜9時か10時くらいまで
働き、やっと帰ります。日本とは時間帯が違って、レストランが一番賑わうのは夜中
0時頃、遅い遅い夕食のあと、カラヒージョ(コーヒーにブランデーやウイスキーを入
れた飲み物)を飲み、そこからホテルへ戻り、入浴後は爆睡です。
翌朝は8時から始業ということで、日本人には厳しい毎日です。ただし、会社の食
堂の充実ぶりは一番です。
無事システム導入が完了し、2ヶ月から3ヶ月間の出張を終えて帰国する前には、
感謝のプレゼントなどをいただくことが多いです。ハイテクなシステムを教えてく
れ、困ったときには優しくサポートしてくれるということで、感謝してくれるようで
す。自画自賛ではありますが、日本人のイメージアップには少なからぬ貢献をしたと
思っているのですが…。
最後に、寄せ書きを載せておきます。We will surely miss you and the
computer errors.(私たちは本当にあなたとコンピュータエラー※１を恋し
く思うでしょう。)We look forward to seeing you someday.(いつかまた
会える日を楽しみにしています。）See you on our Christmas party.(ク
リスマスパーティでお会いしましょう。）Please bring gift and food,
but don’t get it from Hotel Nikko.（ギフトと食べ物を持ってきてくだ
さい、でもホテルニッコー※２から取ってはダメですよ。）
※１システムにはバグがつきもの。導入当初はトラブルが頻発します。
そんなときは、彼女たちをなだめつつ、裏では必死でプログラム修正
やデータリカバリーなどを行います。
※２フィリピンでの定宿はホテルニッコーマニラガーデンでした。毎日、ホテルの石鹸やシャンプーを取って
は、皆に配っていたので…。
いかがでしたでしょうか？中国や英国のことをあまり紹介できず、まだまだネタはあるのですが、それはまたの
機会のお楽しみに…。

ガバナー事務所 e-mailアドレス：

toyooka@rid2640g.com

ホームページ： http://www.rid2640g.com/toyooka/
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2022年 4月 12日
Cathey Pacific Airways
A340-313X“One World”

≪ 卓 話 ≫
写真提供・解説：元・住重関西施設管理(株) 片山敏彦 様

スターアライアンス、スカイチームとともに世界的３大航空アライアンス
のひとつである“One World“、関空には JAL、フィンエア、キャセイ、
マレーシア、カタール航空などが就航しています。
これは、キャセイ航空のOne World塗装機ですが、加盟各社は標準塗装の胴
体前部に”member of one world”と記入した共通塗装を施しています。
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「あのね文庫について」
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奉仕の理想

担当： 片平

棒々鶏サラダ

なりわい

御国に捧げん我等の 業

海老のチリソース炒め煮

くおん

望むは世界の久遠の平和

牛肉と彩り国産野菜の
湯浅醤油の金山寺味噌と
にんにく風味のｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒め

めぐる歯車いや輝きて
とわ

永久に栄えよ

聡 君

R.I.第2640地区
関西国際空港ロータリークラブ
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【中華弁当】

奉仕の理想に集いし友よ
みくに

本日のメニュー

「 未 定 」

毎週火曜日 12：30
ホテル日航関西空港内
（ 『ジェットストリーム』 ）
TEL 072-455-1111
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関西国際空港ロータリークラブ

告

第１１３４回例会 １月２５日
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話 １月２５日

《 飛行機はアブナイ 》
会長

髙橋 克広 君

本日の会長報告は、先週の例会であった社会奉仕委員会のフォーラムの続きの
ようなお話となります。
先週の向井さんのフォーラムの中で、日本電産の永守会長のお話しがあったと
思いますが、大変興味深く聞かせていただきました。その後、気にはなっていま
したが、平日は仕事に追われ、段々頭の片隅に追いやられていました。
この週末に、たまたま乗った電車の目の前の広告が、永守会長の著書の広告
で、内容も面白そうだったので帰りに書店に立ち寄り購入して参りました。まだ
半分ぐらいしか読めてませんが大変面白くて、ためになる内容でした。
少し内容をお話しすると、永守会長曰く、今までの時代はIQ(知能指数)が評価
の対象だったが、これからの時代は、EQ(感情指数)が重要になってくる。
では、EQとは何か？ということですが、ある事象に触れた時に、どのように感じ・表現できるか？いわゆ
る人間力だそうです。それが非常に重要になってくるそうです。
また、採用試験の話も面白かったです。どのような試験方法を行ったか？ということですが、ある年は、
大声試験をしたそうです。内容は、学生に課題文を与え、声が大きかった者から順に採用したそうです。
また、ある年は、早飯試験も行ったそうです。昼食を用意させ、それを早く食べた者から順に採用したそ
うです。
その他にも、試験会場に早くから来た者順に採用したり、通常では考えられないような採用試験を実施し
たそうです。でも、それにも意味があって、上記3点については、社会人になってから仕事をする上でそれ
なりに重要な要因だから、実際に試験として取り入れたそうです。実際、そのような方法で採用した者は、
会社の中で出世し、重要なポストに就いている比率が高いそうです。
私は、職業柄いろいろな経営者とお話しすることが多いですが、ぜひ、この本『成しとげる力』を読んで
いただきたいと思いました。また、皆さんもお時間がございましたら、ぜひ一度、読んでみてください。
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宮内良平君・和代さん夫妻（23日）

堀

本日は、私が体験した飛行機操縦の話です。
飛行機の操縦は車の運転と異なり、操作複雑、訓練必要、危険が一杯です。
とても他人様にお勧めすることはできませんが、危機管理の勉強には最適です。
・事が起こる前に万全のチェックをする。
・事が起こった時にはパニックにならないようにする。
・事が起こらないように己の勘を信じない。
これらは私の仕事をする上でとても役に立ちました。
お客さんを乗せる旅客機は、整備、運航に万全の体制を引いています。
墜落事故がほとんど起こらなくなったのは、航空会社の努力によるものです。
でも最近、ボーイングの経営体質がB737MAXの事故の原因と言われています。
事故が起こるのは思いもかけない理由が絡んでいるようです。
経営者としていろいろ配慮しなければならないことが多いですね。
お話しした内容はブログにも記載されています。
お暇なときにQRコード、読み込んでください。
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《 国際奉仕部門 》

ム ２月１日（第１１３５回Zoom例会）
国際奉仕委員長

事

報

告

【回覧】
◎地区大会記念ゴルフ大会・出欠表(先週と同じ)
日時：3月9日(水) 午前6時45分～登録開始予定 午前7時30分～トップスタート
場所：大阪ゴルフクラブ(大阪府泉南郡岬町）
参加費用：参加登録費 10,000円(プレイ費は各自フロントにてご精算下さい）
※ 4月～6月の会費請求で徴収させていただく予定です。
参加人数：200名

幹事

宮内 良平 君

昼馬 義宏 君

本日は、国際奉仕部門のフォーラムです。国際奉仕について、皆で討論
するのが本来の姿であると思いますが、Zoom例会でそれも難しいため、私
の過去の国際経験を、写真をお見せながらお話しすることにします。その
中から、少しでも国際奉仕のヒントを得ていただくことができたら幸いと
考えています。
まず最初は、フィリピンEDP部門スタッフとともに撮影した写真です。
EDPとはElectronic Data Processingの略で、最近はあまり耳にしなくなっ
た気がします。東南アジアはどこの国でもそうですが、男性よりも
女性の方がしっかりとしてよく働きます。ここでもそうで、青い制服を着ている女性スタッフ2名はとても
優秀でした。私の隣の青い上着を着ている男性スタッフは、愛想が良くてサービス精神旺盛。マンゴーを
たくさん買ってきてくれたり、なかなか日本人ではいけない怪しい地域にあるス〇〇〇プ劇場に連れて
行ってくれたりと…、ただ適当なところがあるので、シビアな仕事を任せるにはどうも…。
タイ工場での会計伝票入力の様子です。
まだ液晶ディスプレイが無かった時代、ブラウン管ディスプレイは机上の
場所をとります。間違いなく入力してもらうために、マニュアルを作り、
説明会をし、最初のうちは隣に座ってサポートし、…とひとり立ちしてもら
うまでにはかなり時間がかかります。それでも、みな真剣に覚えようとして
くれます。

幹

信一 君

こちらは、フィリピン工場でのオフィスです。木材が豊かなフィリピ
ン、パソコンは木のラックに納められています。米国の影響を受けている
ので、この当時(1990年)でもキーボードアレルギーが無く、皆ノートに手
書きで書くようにパソコン入力します。
比較的システムにはすっと馴染んでくれる国です。

タイ工場の生産ラインの写真です。人海戦術で、長いラインに何人も並ん
で、電子レンジを組み立てています。日本の工場の生産ラインは自動化がす
すめられ、ラインにはほとんど人がいませんが、人件費の安いところでは、
オートメーションの機械を導入するよりは人手をかけた方が安くつきます。
しかし現在ではかなり人件費も上がっているので、人はかなり減っている
のでしょう。

