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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「八尾ロータリー讃歌」

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　　　クラブ広報委員会　相馬康人副委員長

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」　「幹事の時間」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話　「わが社の歴史」　寺坂哲之会員

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

8/23　「会員増強フォーラム」

　　　　　会員増強委員会　田中康正委員長

8/30　八尾市長　田中誠太様

9/6　「ロータリーの友月間に因んで」

　　　　地区クラブ広報・公共イメージ向上委員会

　　　　山西陽佑委員様（高槻東RC）

9/13　宇野泰正会員

　本日は皆様もよくご存じの事と思いますが、４つのテストに

ついてお話したいと思います。４つのテストは今から80年以

上も前、シカゴのロータリアン、ハーバード、テイラー氏が実

体験を通じて考案したものです。

　1932年テイラー氏は、アルミニウム製品会社の債務者から、

会社が破産法人として閉鎖されるのを防止する役を命じられ

ました。総資産を40万ドル（今の価値で言うと約80億円位に

なるのでしょうか）上回る債務を負ってすでに破産寸前でした。

銀行からも多額の融資を受けており、大きなハンディと障害

を背負いながら、テイラー氏は会社を建て直し、大恐慌下の

沈滞ムードを払拭するための手段として、社員の人格、信頼

性、サービス精神に対する倫理的価値観の目安となる、解り

やすい指針を4つテストとしてまとめました。

    真実かどうか

    みんなに公平か

    好意と友情深めるか

    みんなのためになるかどうか

　手始めにテイラーの会社の製品広告は4つのテストを適用

第2735回　例会　プログラム 会　長　の　時　間

国際ロータリー　テーマ

ロータリー：変化をもたらす　国際ロータリー 会長　イアン H.S. ライズリー

国際ロータリー　第2660地区　テーマ

個性を活かし、参加しよう　国際ロータリー 　第2660地区  ガバナー　片山　勉

八尾ロータリークラブ　テーマ　和の心を持ち、魅力あるクラブライフを　 会長　菅野　茂人



し「最高級の」「最上の」と言った表現はなくし、事実に基づい

た説明文が載せられ、競合他社の欠点を論ずる文面も取り

除かれました。販売においてもそれがたとえ大きな商談でも、

ディーラー他社に不公平な注文は断りました。

　次第にあらゆる面でこの精神が浸透し、ディーラーや顧客、

そして従業員の間に会社に対する信頼と好意が生まれる事

になり、会社は蘇生し、大いに繁盛し、総資産200万ドル以上

に達したのであります。

　企業の不祥事関連のニュースが絶えない現代社会が必要

としている倫理的誠実さが正に、この4つのテストに集約され

ていると思います。

　先週話をしました貸し傘の話ですが、日本のロータリーで

の話ですが、にわか雨に降られてしまった通勤者のために、

貸し傘のサービスをするプロジェクトがあったのですが、返し

てもらえるか不安で、傘に4つのテストを印刷することにしまし

た。数ヵ月後、傘は多くの人たちに利用され、全て返却され

たそうです。

▼地区大会の登録申込書をお配りしておりますので、

ご提出ください。

▼先月29日に地区の国際奉仕委員長会議が開かれ、

松井会員に出席いただきました。

▼3～6日、インターアクトの海外研修が行われます。

▼8日にリーダー研修が開催されます。

▼16日は、例会はお休みです。

▼11～16日は、事務局はお盆休みです。連絡は幹

事までお願いします。

▼九州北部豪雨災害の義援金へのご協力をお願い

いたします。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼大阪東RC・地区大会実行委員会・

　山本武男委員長、堀隆登録受付委員長、

　川口秀司委員

　過去にホスト経験がおありの八尾ＲＣ様にはご指導

をお願いしますとともに、多数のご参加をお願いいた

します。本日パンフレットをお配りしております通り、

今年度の地区大会は11月10、11日に帝国ホテル大

阪とＮＨＫホールで開催いたします。

　NHKならではの企画もご用意しております。また、

全員登録へのご理解とご協力をいただきまして、あり

がとうございます。多数のご参加を、お待ちしており

ます。

▼小林　成禎　会員

　息子に「元気がない」と言われ、

田中会員の紹介でボクシングを

やっています。玄米食の食事療

法にも取り組み、2ヶ月で12kg痩

せました。

　心も体も健康になると、考え方も前向きになるもの

です。会員名簿から名前がなくならないように頑張り

ますので、これからもよろしくお願いいたします。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員

　明日３日から６日まで、香港・マカオで地区インター

アクトの海外研修が実施されます。野村・西・大槻会

員と私で参加してまいります。

▼会員増強委員会・田中　康正　委員長

　次週例会後、例会場で委員会を開催します。

幹　事　報　告

そ　の　他　の　報　告

還暦のお祝い

地区大会のご案内



▼地区ロータリー財団委員会・飯田寛光委員

　先月27日、グローバル奨学生の歓送会を開催しま

した。今年度は２人が、イギリスに留学されます。

「2018年に向けての世界経済・市場展望」

▼ブーケ・ド・フルーレット

　代表 ・ 馬渕　治好　様

　今、ご紹介いただきましたよ

うに以前、日興証券でもお世

話になっていました。

　市場の見通しを作ったりしておりまして、マーケット

を見ています。為替や株、商品などもチェックします。

　経済もお金も今や、グローバル化で世界がつな

がっていると言えます。

　このところの株価はグラフを見ていただくと、去年７

月ごろに最も低くなっていますが、これはいわゆる 

Brexit の影響です。

　今後の見通しとしては、アメリカで政治面の失望か

ら下ぶれする可能性があるものの、長期的には上昇

していくと考えています。

　ＰＥＲという指標もございますが、最近の日本市場を

見ますとＰＥＲは現在14.5付近で、このところの「ほぼ

平均」の水準です。

　世界の経済成長率は、リーマンショックでいったん

落ち込みましたが、その後持ち直してきています。昨

年は資源国の経済が落ちたためやや低調でしたが、

今年はまた持ち直してくる予想です。

　世界の貿易量は回復へと向かい、日本からの輸出

も伸びていくものと思われます。設備投資について

は、昨年は減少しましたが、その反動で今年以降は

またプラスに戻るだろうと考えられます。

　日本の製造業が国際競争を勝ち抜くには、「ユー

ザーニーズが大きい」分野で、なおかつ「参入障壁

が高い」ところに進出しなければなりません。どちらか

の条件を満たしているだけでは、ダメなのです。

　成長する産業・企業のカギを資料に付けています

が、平田機工という社名はあまりご存知ないかもしれ

ません。顧客ニーズに合った生産ラインを構築するこ

の企業、実はダイソンの工場をすべて担っています。

　人体に使うものや社会インフラ、業務用機器などは、

高品質だけで日本企業が競争力を有しやすい分野

と言えるでしょう。

　次にアメリカの動向ですが、雇用が安定し、週あた

りの総賃金は史上最高に達しています。自動車の販

売台数が下がっているのは、需要の先食いの影響と

思われます。反動で一時的に下がっているだけで、

いずれ持ち直すだろうと考えられます。

　アメリカ経済には、あまり不安は感じていません。た

だ株価が、すでに割高な水準に達しています。トラン

プ大統領の当選でPERが一気に上がりましたが、そ

の後いったん落ちて、また上昇しています。

　トランプ政権の今後については、方針や政策がどう

なるのか、わかりません。本人にもわからないと思い

ます。また、発言は会見などよりも、ツイッターなどで

発信しています。

　トランプ大統領は、数年後には大統領ではない可

能性が高いと思います。

　政策に右往左往せず、無視すべきでしょう。それよ

りも経済や企業収益の実態に沿って、投資すべきと

言えます。

卓　　　話

日時：２０１７年８月２日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告

3.退会受理の件（山田博義会員）

4.米山カウンセラー及び委員会構成表変

更の件

5.新入会員の件（友田 昭様・北野和男様）

6.初親睦会収支報告・秋の親睦旅行の件

7.八尾市文化芸術芸能祭協賛金の件

8.クリスマス・イルミネーションの件

9.引きこもり防止就学、就労支援事業の件

10.「自然の中で」「リーダー研」の件

11.秋のライラの件

12.８月２日卓話の件

13.会員満足度アンケートの件

14.社会福祉協議会組織会員会費の件

理事会議事録



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 柏木武生宜　　副委員長 ▼ 相馬　康人
委 　員 ▼ 中島　　孝夫　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

7/19

7/26

8/2

会員数

54

54

53

出席

43

39

41

うち出席規定
適用免除者

10

9

9

メーク
アップ

1

出席率

89.58％

82.98％

89.13％

確定
出席率

91.67％

▼大阪東ＲＣ地区大会実行委員会様　今年度の地

区大会は今秋、１１月１０日（金）、１１日（土）と２日に

亘り、帝国ホテル大阪、とＮＨＫ大阪ホールで開催さ

れます。一人でも多くのロータリアンのご参加をどうぞ

よろしくお願い申し上げます。

▼菅野会長　馬渕様本日卓話よろしくお願いします。

又、本日のお客様ごゆっくりして下さい。

▼宇野副会長 写真有難う。良い事がありますように。

▼長竹幹事 大阪東ＲＣの皆様ようこそお越し頂きま

した。

▼松本・坂本会員 ご夫人誕生日。

▼池尻会員　お暑うございます。

▼村本会員　写真有難う。早退。

▼中川（廣）会員　バッジ忘れ。早退。

▼山本（勝）会員　中西元会長、先日は大変お世話

になりました。

▼小林会員　還暦内祝い。

▼稲田会員　宇野さんお世話になりました。ありがと

うございました。ご夫人誕生日。誕生内祝い。

▼笠井会員　馬渕さん卓話よろしくお願いします。今

日も良い事が有ります様に。

▼松井会員　写真有難う。

▼奧谷会員　ご夫人誕生日。誕生内祝い。遅刻。

▼新宮・宮川会員　誕生内祝い。

▼澁谷会員　暑いですネー。

▼吉田会員　いつもニコニコ有難うございます。ご夫

人誕生日。誕生内祝い。

▼西村会員　先週の父親の告別式の際には弔電や

お花を頂き、有難うございました。写真有難う。例会

欠席お詫び。

▼小谷会員　馬渕さん、卓話よろしくお願いします。

ニ　コ　ニ　コ　箱

←　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

月 火 水 木 金 土 日

理事会

「自然の中で」（休会）

インターアクト海外研修（香港・マカオ）

月 火 水 木 金 土 日

会員増強・新クラブ
結成推進月間

月

月 火 水 木 金 土 日

金光八尾高校
文化祭

クラブ協議会
（ガバナー補佐）

理事会

地区ロータリー
財団セミナー

基本的教育と
識字率向上月間／
ロータリーの友月間月

今 後 の 予 定
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