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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「歓迎の歌」

●ビジター紹介

　　　ＲＩ第２６６０地区　青少年活動委員会

　　　　斎藤　清貴　委員長

　　　　　（大阪ユニバーサルシティＲＣ）

●新会員紹介　友田　昭会員・北野和男会員

●出席報告

●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　「会員増強フォーラム」　

　　　会員増強委員会　田中　康正　委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

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

　今日はガバナー月信についてお話したいと思います。

　ガバナー月信は我々2660地区の情報を伝える月刊誌

です。皆様にはホームページを通じて発信されています。

あまり読まれていないのが現状ですが、本年は八尾ロー

タリーから2660地区へ10名の方々に出向して頂いていま

す。又、春のライラのホストクラブででもありますので、ガ

バナー月信の紹介を会長の時間を利用し、皆様に情報

提供したいと考えます。

　先週に発刊されました8月号から抜粋して紹介します。

ガバナーメッセージから、本年のスローガン「個性を活か

し参加しよう」と基本的目標の中で強調されている3点

　①ロータリーの理念と奉仕活動のバランスのとれた両立

　②将来構想（戦略計画）の立案と推進

　③ロータリーの認知度向上

についてそれぞれの目標についてコメントされています。

　特筆されるべき点は、拡大・会員維持・会員勧誘を怠る

と明るい未来は築けませんと、会員増強の重要性につい

いて強調されていました。又、8月は会員増強、新クラブ

結成推進月間という事で、拡大・増強委員長の藤井会員
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の記事が掲載されており、6月3日に行われた会員増強

拡大セミナーの報告がされていまして、私と田中増強委

員長が参加してまいりました。私は仕事で途中退席いた

しましたが、内容のあるセミナーで、明るく活気に満ちたク

ラブ風土で会員のニーズに沿った会員本位の運営がさ

れて、会員満足度の高いクラブを目指しましょうと力説さ

れました。

　次に第一回公共イメージ向上セミナーの報告がされて

います。八尾RCからは私と幹事、柏木広報委員長、そし

て事務局員と参加してまいりました。柏木委員長から少し

報告して頂きましたが、メディアを使ったイメージアップを

考えましょう、又、公共イメージ向上委員会のサポート等

掲載されています。そして、マイロータリーへの登録のお

願いをされております。ぜひ皆様宜しくお願いします。

　最後に、5月に池田の不死王閣で行われた春のRYLA

の報告の記事を紹介します。本年度は、池田くれはＲＣ

の提案に基づき原点に戻ったRYLAプログラムをチーム

RYLAが中心となり進行しました。チームRYLAにとっても

やりがいのある、また受講生自らが考え、議論し、行動す

るといった指導者を養成する内容となりました。

　今回のセミナーの中で砂漠からの脱出を実習しました。

飛行機が砂漠に落ちて奇跡的に助かり生き延びる方法

を見つけるというゲームです。持ち物の中から脱出するた

めの優先順位を紙に書きます。一番に選んだのが、ほぼ

全員“水”でした。あとはパラシュート・懐中電灯・雨具等

を選ぶケースが多かったようです。結局、模範解答として

一番必要なものは鏡でした。その場を動かずに救出して

もらう為に信号を送るというものでした。自分で考え最適

な方法を見つけ出しみんなで話し合い、コンセンサスを

取り、より最適な答えを導くというゲームです。実社会でも

必要なことで自分一人の意見を押し通すだけでは世の中

は成り立たないという教えがこのゲームの趣旨です。

　また、RYLAプログラムの中でも人気なのが、ロータリー

パパ・ママ制度で、このプログラムは2660地区独自のもの

です。ロータリーの友にも5月号で掲載されていますので

ロータリアンの皆様ご覧下さい。

　いつも言うのですが、RYLAセミナーは受講生だけのも

のではありません。ロータリアンの研修でもあります。セミ

ナーが終わるとホストクラブの結束も固まりますし、受講生

との交流も続く場合がよくあります。

▼今年度の「活動計画」が出来上がりました。巻

末には定款・細則も収録しています。

▼九州豪雨被害への義援金として皆様からお寄

せいただきました\30,000あまりを地区へ送金しま

した。

▼インターアクト海外研修のおみやげにいただい

た、クッキーをお配りしています。

▼青少年交換プログラムの参加者募集の案内が

届いております。

▼17～18日には曽爾高原で「自然の中で」が開

催されます。

▼高砂様からお中元でおかきをいただいています。

▼ロータリーデーで熊本地震の被災地へ寄付した際

のお礼として、うちわをお送りいただきました。

▼本日、会員の満足度アンケートをお配りしておりま

す。無記名で結構ですので、今月中にご提出くださ

い。

▼次週例会はお休みです。事務局は11～16日はお

休みです。その間のご連絡は幹事までお願いします。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　副委員長

　まずはRI会長エレクトの訃報が掲載されています。

　また、表紙のデザインが大きく変更されました。

　特集では会員増強・新クラブ結成に関して、各クラ

ブの取り組みが紹介されています。

　クラブへの訪問記事は高崎RCですが、このクラブ

は一年間で会員数を64から115に増強されたそうで

す。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員

　３～６日に、香港・マカオでインターアクトの海外研

修が実施されました。西、野村、大槻会員と私で参

加しました。インターアクターも55名が参加しました。

幹　事　報　告

そ　の　他　の　報　告

ロータリーの友紹介



お見送りや餞別をいただき、ありがとうございました。

　また来月15日に開かれる金光八尾の文化祭では、

バザーを行います。商品の提供で協力したいと思い

ますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

▼青少年奉仕委員会・野村　俊隆　委員長

　青少年交換プログラムの参加者募集の案内が届い

ております。

　また、秋のRYLAの出欠を回覧します。

　昨日は「リーダー研」が開催され、31名の生徒が参

加しました。ご出席いただきました会長、幹事、川田

会員ありがとうございました。

▼会員増強委員会・田中　康正　委員長

　23日の例会で、会員増強フォーラムを開催します。

ご出席をお願いします。

　また本日例会後、委員会を開催します。

「わが社の歴史」

▼寺坂　哲之　会員

　弊社は大正15年の創業で、今年で92年になります。

ずっとチャック専業でやってまいりました。

　チャックといっても皆さんよくご存知のファスナーと

は違います。金属を切削加工するには、固定しなけ

ればなりません。固定するのに用いるのが、チャック

です。

　当初は海外製のものばかりでしたが、これを最初に

国産化したのが祖父でした。創業者の生誕地は、淡

路島の南端にある山村です。寄付をして、昭和20年

にようやく電気が通ったようなところです。

　やがて堺市のおじのところへ働きに行き、33年に寺

坂鉄工所を設立しました。独立前の顧客から、仕事

の依頼を受けていました。

　当時は輸入品ばかりでしたが、品質を大切にしたこ

とから、だんだんと認められていったようです。「まご

ころを込めて」ということで、ブランド名を「ソウル」にし

ました。

　あるとき火事で、工場から出火したことから、分散生

産のため八尾へやってきました。戦後はなかなか需

要がなく、苦労しながらもなんとか乗り切ったようです。

　チャックは、景気のバロメーターとも言われていまし

た。好況時は、作れば売れました。品薄のため貴重

品扱いされ、当社の采配で割り振って売っていたこと

もありました。どこへ行っても入手困難なため、高値

で取引されていたこともあります。

　しかし不況になると、たちまち在庫が積み上がりま

した。銀行からの要請で融資を受けるため、やむなく

人員整理をしたこともありました。このときの苦い経験

から、以降は「借入れをせず、人員整理もしないこと」

を誓いました。

　そんなとき、私募債発行の話を銀行が持ってきまし

た。２億円で10年満期のものでしたが、資金を使う計

画もないため、そのまま定期預金へ入れました。しか

しやがて金利が低下、解約するにも手数料かかる、と

いう事態になりました。９年が経過したころにようやく

めどをつけ、完全無借金経営になりました。

　それからも銀行がいろんな話をもちかけてきたりし

ますが、投資はしないことにしています。

　その後はおかげさまでバブル後やリーマン・ショック

のときにも借金をする必要がなく、内部留保で乗り切

ることできました。リーマン後の不況も、予想より早く

回復したので、人員整理をしてしまった企業は、回復

後に人手不足で対応できなかったようです。

　また、アメリカの企業と、技術提携を結ぶこともでき

ました。そしてオイルショックで日本の自動車が注目

されたことなどもあり、需要が急増しました。

　お客様には「高価だが、コストダウンも図れた」と喜

ばれました。こうして、コストダウンには我が社の

チャックが必要、という認識が広まりました。

　チャック一筋にやってきましたが、少しでも自動車

産業に貢献できたのではないかと自負しております。

また提携企業とも友好な関係を維持しながら、今日

に至っております。

卓　　　話



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

7/26

8/2

8/9

会員数

54

53

53

出席

39

41

38

うち出席規定
適用免除者

9

9

7

メーク
アップ

2

出席率

82.98％

89.13％

86.36％

確定
出席率

87.23％

▼菅野会長　台風一過これから本格的な夏が始

まります。お身体に気をつけて、乗り切って下さい。

▼宇野副会長 良い事がありました。

▼長竹幹事 インターアクト海外研修参加の皆様

お疲れ様でした。

▼佐野会員　台風一過無事御礼。

▼松本会員　残暑お見舞い申し上げます。

▼寺坂会員　卓話よろしく。

▼中川（廣）会員　良い事が有ります様に。

▼山本（勝）会員　宇野様、先週は大変お世話に

なりました。

▼笠井会員　濱岡さん、お世話になりました。あり

がとうございます。

▼飯田会員　寺坂さん。卓話楽しみにしています。

▼吉本会員　来週はお盆休みです。

▼田中会員　宮川会員、先日、台風の中、ありが

とうございました。ご縁を大切にします。

▼柏木会員　宇野さん、松井さんご迷惑かけてす

みませんでした。寺坂さん卓話楽しみにしています。

▼松井会員　バッジ忘れ。

▼澁谷会員　山本勝彦さんお世話になりました。

いつもニコニコ協力ありがとうございます。

▼吉田会員　インターアクト海外研修にいってき

ました。会長・幹事・エレクトありがとうございました。

西さん、野村さん、大槻さんお疲れ様でした。

▼野村会員　地区インターアクト海外研修に参加

してまいりました。高校生かわいかったです。菅野

会長、長竹幹事、山本エレクトありがとうございまし

た。明日のリーダー研修への参加ありがとうござい

ました。

▼福田会員　寺坂さん卓話宜しくお願いします。

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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