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本日の卓話 

『三役退任挨拶』 

卓話者： 
林    功 会長 
名村研二郎 副会長 
井上 裕子 副会長 
鶴原 英生 副会長 
林原みどり 幹事 
 

 

 

  

まずは、先週、突然に欠席してしまい、大変申し訳ございませ
んでした。先週火曜日夜時点で少し重篤であるように見えたこと
もあり、前回例会直前の状態でも医療チームから危ない状態だと

言われていたのですが、検査してみると実は大したことなく、大
事をとり１週間の安静と絶食、さらには飲水制限と点滴というこ
とになりましたが、実際には点滴は４日間で取れ、食事も先週末
から流動食を少しずついただき、今週はほぼ仕事に復帰してよろ

しいということでした。改めて深くお詫び申し上げます。 
いよいよ今年度も大詰め、例会も今日を含めあと２回となった

のですが、とはいえ、今週末に池田ＲＡＣ５０周年記念式典等が
控えており、かなり忙しい状態です。それが終わってみないと、
なかなかゴールが見えてこない状況です。皆様ぜひ池田ＲＡＣ５
０周年記念式典をもり立ててくださるよう、よろしくお願い申し
上げます。 
また、大阪府からお達しがありまして、「ダメ。ゼッタイ。」

普及運動というのがあります。これは薬物濫用禁止キャンペーン

でして、６月２６日が国際麻薬濫用撲滅デーであることを受け、
６月２０日から７月１９日までの１か月間、何らかのキャンペー
ンを実施してほしいとの依頼が大阪府からありましたので、ここ
でご紹介させていただきます。 
今年度は会長の無能さにより、まだまだやり残したことはたく

さんあるのですが、来週の今ごろに何とか諦めの境地に達してい
ることができるか、とにかく１９日の池田ＲＡＣ５０周年記念式
典の成功のため、皆様のご協力のほど、よろしくお願いいたしま
す。 
 

 

 

2021-22年度 会長  林  功 

（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 

（池田ロータリークラブのテーマ） 

  池田ロータリー 

変えるべきもの、 

    変えるべきでないもの 
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幹事 林原みどり 

（地区より） 

① 2023 年メルボルン国際大会のご案内資料 

（田中会長エレクト、橋本幹事エレクト、来年

度国際奉仕委員長永田会員） 

 

② 2022-23 年度 ガバナー事務所業務担当者

のお知らせ 

（林会長、林原幹事） 

 

③ 【ご案内】My Rotary 会員情報更新のための

説明会 

（田中会長エレクト） 

 

④ ロータリーショーケースへ投稿のお願い 

（林会長、林原幹事） 

 

（関西米山奨学生学友会より） 

⑤ 2021 年度米山感謝祭 DVD の送付 

（林会長、林原幹事、米山奨学会担当橘高会員、

米山カウンセラー新見会員） 

 

（池田地区募金会より） 

⑥ 池田地区募金会役員の選出について（ご依

頼） 

（林会長、林原幹事） 

 

（社会福祉法人池田市社会福祉協議会より） 

⑦ 令和 4 年度池田市社会福祉協議会組織構成

会員の会費納入について（お願い） 

（林会長） 

 

（大阪府健康医療部生活衛生室薬務課より） 

⑧ 令和 4 年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

の実施について（依頼） 

（林会長、林原幹事） 

 

 

 

 

 
出席報告 木平 朝子 会員 

   

 ○出席数  23 名 

 ○会員数  28 名 

 ○出席率 82.14％ 

 

〇前々々回 5 月 25 日（水）       

   補正出席率 92.85％ 

 

 

 

 

ニコニコ  担当：溝口  聡 会員 

 

林  功 会長：色々嬉しいこと。山形元機長 

のお話楽しみにしております。 

欠席のお詫び。 

北林 寛崇会員：遅刻のお詫び。写真を頂いて。 

木平 朝子会員：皆出席の品を頂いて。お蔭様 

です。ありがとうございました。 

笹川 哲史会員：本日は私の卓話当番ですが、 

元全日空の名物機長といわれ

た山形和行様にお願いを致し

ました。楽しいお話しが聞ける

と思います。よろしくお願い致

します。 

 

 

 

入会年月日 

木平 朝子 会員      2019 年 6 月 12日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四つのテスト        １ 真実かどうか     ２ みんなに公平か 

✤ニコニコ BOX✤ 

 

✤幹事報告✤ 

 

✤出席報告✤ 
 

✤皆出席のお祝い✤ 

 



  

 

 

 

 

 

 SAA 永田 大介 会員 

 

元全日空 機長 

山形 和行様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『夢実現』 

卓話者：山形 和行様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
皆さん、こんにちは！ 

世界に一番安全な翼をのばします ANA 全日空の元機長 
山形和行が御案内致します。皆様の定時の御着席と、優
秀な事務局スタッフの努力によりまして、完璧な準備が 
 

 
 
整いましたので、これより山形機長ファンタスティック
ワールドに向けて出発致します。 
 
関西地方は、雲が低く今にも空から天使が、小粒の真珠
で頬を濡らして舞い降りて来そうなお天気でございます
が、少し上昇致しますと、皆様の心の眼で観て頂ければ
幸いかと存じます。遥か遠く東にはほんのりと雪化粧を
した霊峰富士山が、これから夏の間、白やピンク、黄色
紫の可憐な高山植物が咲き誇ります日本アルプスの山々
（途中略）世界への玄関、関西空港、日本一の高さを誇
ります、アベノハルカス、浪花の象徴通天閣や、大人も
子供も、時の経つのを忘れて酔いしれます、ユニバーサ
ルスタジオジャパン、そして春には薄紅色の満開の桜の
花に彩られる大阪城が聳え立ち、日本の心の故郷、池田
市郊外の町並みが、紫陽花の花に彩られ、皆様をお見送
り致します。その後時折、揺りかごの様な心地よい揺れ
が、やがて水平飛行に移る頃には、真っ青な空のキャン
バスに一筋の飛行機雲を描き、眼下には、純白のウェデ
ィングドレスの様な真っ白な雲の絨毯を敷き詰めて、皆
様を楽しい夢の世界へと御招待致します。出来るだけ快
適に飛行致しますが、突然、天使の悪戯か、強く揺れる
事も御座いますので、心のシートベルトもしっかりとお
締め下さい。特に強く揺れましても、飛行の安全性には
まっっっっったく影響ございません！最後に一句【梅雨
雲を 抜けて青空 夢の旅】出発致します。 
 
この様なアナウンスを行った理由は、当時ＡＮＡは年間
約３５万便運航していまして、その内毎年５０便から７
０便がお客様の体調不良で引き返すか途中で臨時着陸し
ていました。その内約７割が離陸前でした。（１）そう
言うお客様が倒れないようにする為に、離陸前迄にこの
アナウンスした（２）コミュニケーションと信頼を得て、
万が一の時に私の指示に従って、整然と機外に脱出して
頂く為のパニックコントロール（３）御搭乗を楽しんで
貰えるようなプチエンターテイメント。結果、私は機長
職約３２年在任中、お客様の体調不良で一度も引き返し
や、臨時着陸をした事はありませんでした。 
 
ところで、おもてなしとホスピタリティの違いが分かり
ますか？ホスピタリティは人にしますが、おもてなしは
神様にするものだそうです。見えない所まで掃除するの
は神様が見ているからです。神様は皆さん其々の心の中
に居られるのです。このおもてなしの心や、震災時の行
動は世界中から称賛されました。列を乱さず順番を待つ
配給、商品の略奪もほとんど無い民族は、日本人だけだ
と言われております。私は日本人に生まれてきた事を誇
りに思います。 
 
それでは私のファンタスティックワールドへ御案内致し
ます。ゲートの入り口で｛バカボン親子が｝出迎えてく
れています。バカボンの歌に『西から昇ったお日様が～』
とあります。私は現役機長の時、一回だけ実際に遭遇し
ました。太陽の速度｛地球の自転｝より速く飛べば、西
から太陽が昇ってきます！現在は飛んでいませんが、超
音速旅客機コンコルド｛最高は音速の２倍以上で飛行｝
で飛べば可能。私の乗務していた飛行機は音速を超える
事は出来ませんでしたが、日が沈んだ直後に離陸して、
西に向かって上昇すると、沈んだ太陽が、地平線から昇
ってくるのを見た事が有ります。いわゆる常識と違う事
をしようとすると、周りの人は『そんな事出来っこ無
い！』と言いますが、バカボンは『決して、あきらめる
な！』『限界まで努力すれば必ず道は拓ける！』と、言
っているのではないでしょうか？ 

✤前回の卓話✤ 
 

✤お客様のご紹介✤ 

 

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 

か     ４ みんなのためになるかどうか 



  

 

 
 
 
＜過去の世界＞小学生の頃、勉強は出来ませんでしたが、
自然と親しみ、毎日網を持って小動物を捕る毎日でした。
特技は、ザリガニ取りや、飛んでいるトンボを立ったま
ま一歩も動かず取る事が出来た事です。銀ヤンマの雄は、
縄張り意識が強く、田んぼの上を回遊。良く観察すると、
小さな虫等を捕らえるか、追い払っていましたので、田
んぼの淵で、網を左右に一定の速さで振ったら、網に向
かって一直線に『飛んで網入る銀ヤンマ』になりました。
（１）何事も良く観察する事が大切です（２）がむしゃ
らに網を振ってはいけません！達成しようとする時は、
人生の最後迄続けられる余裕の有る力で行う事（３）網
の左か右に入るかを見極める『人生では常に自分で決断
している自己責任』（４）最後は、網の回りの鉄の輪で
トンボを引っかけ無い様に、速度を緩めて、『相手に合
わせて包み込む事』が物事を成就する上で重要です。 
 
子供の頃は小さな生き物を沢山殺してしまいましたので、
大人に成ってからは、蟻さんも踏まない様にしました。
でも、飛行機を操縦している時に、窓に虫達が当たる事
が有りましたが、避けきれません！又、鳥に当たる事が
有ります。私はほとんど当った事が有りません、なぜな
ら、離陸する時、滑走路の占有に余裕が有る時は、鳥の
動きをトンボ取りと同じに読んでいたのです『道理、優
しさ、厳しさ、そして第６感は自然から学ぶことが出来
るのです』 
ハドソン川の奇跡が有りましたが『本当の英雄は英雄に
成らない』のです！何故なら、鳥を見付けて回避操作で
『重大な事態に成る前に対処』するからです！ 
 
＜現代の世界＞現役機長の時、副操縦士に操縦を任せて
横風の強い時に着陸しようとしていた時の事です。滑走
路内に入ったとたん、見えない下降気流に巻き込まれ、
地面に向かって突っ込んでいったので、私は｛沈んでる｝
と叫んだが、間に合わず｛ドカーン｝と接地して、副操
縦士は着陸滑走を制御するのに精一杯、管制塔からの指
示を聞き逃し指示と違う誘導路から出ようとしたので、
修正させ事なきを得ました。到着口に着いてお客様が降
機されて行く時、左席に座っている機長｛私｝を睨みつ
けて行かれました。全て機長の責任ですから！ 
後で、反省会をしますが、『本当の反省は成功した時、
上手く行った時にする』のです！何故なら、どうして成
功したか解らなければ、又、成功するとは限らないから
です。この時、副操縦士に（１）一番悪かったのは着陸
では無く、管制塔からの指示を間違えた事（２）失敗を
次に生かす事（３）将来、後輩にアドバイスする時もそ
の失敗を覚えておいて欲しいと言いました。 
 
＜未来の世界へ＞以前トック・ブランシュ国際倶楽部の
定期総会で、フランス料理のシェフ約３００人全員に『日
本一のシェフを目指しましょう！』と話したことが有り
ました！立派なレストランで、豪華な食材を使って、素
晴らしいスタッフと一緒に作った料理のコンテストで一
番になるのも良いでしょう！しかし千円２千円の料理で
も、それを召しあがったお客様が、日本一幸せだと言っ
てくれる料理とおもてなしをしたシェフが日本一、だか
ら『日本一は一人だけではない』のです！私も御搭乗頂
いたお客様が『日本一幸せな気持ちで降機』頂けるのを
目指しました！飛行機が到着後、お礼のアナウンスの最
後に『操縦席から手を振ってお見送りします！』と言っ
て、ほぼ全員約２８０名のお客様が出口近くの窓からと、
遠くのゲート付近から振り返って笑顔で同時に手を振っ
ている、全ての方とアイデンティティを取る為、其々の 

 
 
 
人の手の振り方の上下左右の動きに合わして、同時に左
手と右手の振り方を変えて其々の方の振り方に合わせて
最初から最後の一人まで、笑顔で手を振ってお見送りし
ました。仕事も人生も、『いつも笑顔で！完璧！感動！
感謝！』を目指しましょう！ 
 
最後に９４歳でエイジシュートされた百歳翁とゴルフラ
ウンドして教わった夢実現の方法と″究極の健康法“『す
べて前向きに』『愚痴をこぼすな』『感謝の気持ちを持
て』物事に対峙する時、腹式呼吸をしながら（詳しいや
り方は拙著参照）｛｛名物機長の夢実現フライト人生｝｝
過去完了で思う『出来た！成功した！』打つ前にボール
が『入った！』と念じる（想念）同時に、『成功した姿
を映像で観る』『ゴルフボールがカップに入るのを、打
つ前に観る』（内観）想いの強さが全て！自分の力を信
じて！『限界まで努力すれば必ず夢は実現する』のです！
操縦席から手を振って笑顔でお見送りします！ Good 
Luck! See you again! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
6 月のスケジュール 
 

1 水 3224 回例会 

8 水 3225 回例会 

15 水 3226 回例会 

22 水 3227 回例会 

三役退任挨拶 

29 水 休会（第 5 週） 

 
7 月のスケジュール 
 

6 水 3228 回例会 

三役就任挨拶 

13 水 3229 回例会 

クラブアッセンブリー① 

20 水 休会（祝日週） 

27 水 3230 回例会 

 
 

池田ＲＣのテーマ「池田ロータリー 変えるべきもの、変えるべきでないもの」 

 



  

 

 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 
 

四つのテスト 

 

真実か どうか 

みんなに 公平か 

好意と友情を深めるか 

みんなのためになるかどうか 
 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 
 

 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

義捐金ＢＯＸ

6月8日時点累計 94,913 円

6月15日分 3,015 円

累計 97,928 円

 

 

7 月 6 日（水）例会 

『三役就任挨拶』 

卓話者： 田中 孝史 会長 
     暮部 光昭 副会長 
     田嶋也寸志 副会長 
     橋本 昌也 幹事 

 

 

ニコニコ箱の累計 

    6月 8日現在累計 1,146,000円 

 

 

 

ポリオプラス基金

6月8日時点累計 34,596 円

6月15日分 2,730 円

累計 37,326 円

 
 


