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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「それでこそロータリー」

●ゲストの紹介

　Ｔｅａｍ　ＲＹＬＡ　リーダー　田　原至様

●ビジターの紹介 

　ガバナー補佐　百済洋一様（東大阪中央ＲＣ）

　ガバナー補佐エレクト　鈴木慶一様（大阪南ＲＣ）

●出席報告

●定足数例会

●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　　「ライラについて」

　　　　Ｔeam　ＲＹＬＡ　リーダー　田　原至　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

9/27　「生活困窮者自立支援法における

　　　　　八尾市の困窮者支援について」　

八尾市社会福祉協議会　

　事務局長　　　　　　　　　　　　　　　吉原　　武様

　地域福祉課課長補佐　　　　　  　鈴木　規史様

　地域福祉課地域福祉係主査　柿木　真紀子様

10/4　「米山月間に因んで」

　　　　　　米山委員会　大槻恭介委員長

10/11　「ガバナー公式訪問」

　　　　　　ＲＩ2660地区ガバナー　片山　勉　様

10/18　山田隆章様

　朝夕も大分涼しくなり、季節も秋めいてまいりました。季節

の変わり目は何かと体調が崩れがちです。皆様もお身体健

康には十分気を付けられますよう、お願い致し致します。

　この前の理事会でも話したのですが、人間ドックでエコー検

査を受け、技師の女性から「大変な事になってますね、脂肪

が邪魔で臓器が全然確認できません」と言われました。「機

械の性能が悪いのでは」と言うと「そんなこと言ってると大変

な事になりますよ」と言いながらもう一度機械を操作し、大笑

いされました。失礼な女性でしたが、自分の健康は自分で守

らないといけない事を痛感しました。

　さて本日の会長の時間ですが、２週目は地区情報としてガ

第2740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



バナー月信の紹介をする予定でしたが、先日八尾久宝寺緑

地で行われた八尾河内音頭祭りの事を話したと思います。

　本年は40周年ということで、例年にも増して大いに盛り上

がったお祭りになったのではないでしょうか。我々ＲＣからも

多くのメンバーが、ボランティアで参加していただきました。と

りわけ池尻元会長は、最高責任者として重責を担ってきてい

ただいて、企画の段階から大変ご苦労されたように聞いてお

ります。

　ギネスに挑戦では私も参加し、家族や友達も参加のお願い

をしました。

　運動場で約2時間練習しながら待たされ、６時半から、５分

で挑戦は終わりました。緊張感と疲労で皆ヘトヘトで、達成の

放送があったのが８時で、運動場にはあまり人は残っていま

せんでした。私も含め、参加者は結果よりこの挑戦に参加し

3000人近くの人達が一緒に、５分間間違わずに踊った、この

達成感に十分満足して帰られたと思います。

▼次週は、定足数例会を開催します。

▼９日に地区のローターアクトと青少年奉仕の合

同正副委員長会議が開催されました。川田会員

に出席いただきました。

▼９日に地区の社会奉仕委員長会議が開かれ、

児林会員が出席されました。

▼16日に金光八尾高校の文化祭が開催されます。

▼次週はガバナー補佐とガバナー補佐エレクトを

お迎えします。例会後には、クラブ協議会を開催

いたします。

▼次週の卓話は、チームＲＹＬＡのリーダーをお

迎えします。AM11:00から懇談会を行いますので、

ＲＹＬＡホストに向けて質問などある方は、早めに

お越しください。

▼緑の羽根の募金箱を回します。ご協力をお願

いします。

▼能の案内チラシと、山徳様よりイベント案内のパ

ンフをお配りしております。

▼クラブ広報委員会・中島　孝夫　委員

　「ロータリーの友」というのは世界的にはユニークな

名前だそうで、これは「主婦の友」がヒントとなって名

づけられたそうです。

　現在の誌面は横組みと縦組みがありますが、創刊

当時は横書きのみでした。ただ、俳句や歌壇を掲載

するようになって、縦組みも作ったそうです。

　RIの指定記事も毎月、掲載されています。今回は

国際大会が開催されるトロントへのお誘いと紹介など

が載っています。

　縦書きは主に投稿が中心で、表紙は「どちらが表」

ということはないそうです。

　ピーク時には日本国内で14万部発行され、最近は

９万部台だということです。

　どうすれば「友」に掲載されるか、ということに関して

は、コツがあるそうなので、うまくつかんで投稿すると

いいでしょう。

▼親睦活動委員会・山本　昌市　委員長

　秋の親睦旅行を10月29、30日に開催します。参

加費は会員、ご家族ともに3万円です。多数のご

参加をお待ちしております。

▼青少年奉仕委員会・野村　俊隆　委員長

　秋のRYLAの受講者を募集中です。参加希望の

方がおられましたら、ご紹介ください。

　また野球部から、今年もガバナー杯に参戦して

おります。今シーズン初戦は「惜敗」とのことで、土

曜日もダブルヘッダーで試合に挑んできます。

▼池尻　誠　会員

　先週末に開催されました八尾河内音頭まつりで

は、皆様のおかげをもちまして、ギネス世界記録

を達成することができました。ご声援をいただき、

ありがとうございました。また運営にも、多数の会

員の皆さんに力を貸していただきました。

　一年がかりで計画し、直前にテレビでも報道され

「人数が足りない」という情報が広まったおかげで、

ネットでも集まったようです。最終的には2872人で

新記録を樹立できました。ありがとうございました。

幹　事　報　告

そ　の　他　の　報　告

ロータリーの友紹介



「私の会社経営」

▼宇野　泰正　会員　

　本日は参考に、会社案内を

お配りしておりますので、ご覧

ください。

　学校の教材関係の仕事を

しておりますが、昭和50年に今の業界に入りました。

　大学は建築科だったため、最初は東京で建築の仕

事をしていました。いずれは独立をめざしていたので

すが、オイルショックなどもあり、独立するのは難しい

な、とも感じていました。

　それでもやはり独立したいと考え、妻の実家が商売

をしていたものですから、大阪へやってきました。石

井商会という会社で教材メーカーをやっていたので

すが、社員は７人ぐらい、業界で30社ほどある中でも

下の方の規模でした。

　私はそこで、商品の管理などを経験してから、営業

に出ました。私はエンジニア出身のため、営業経験

はありませんでした。ですのでお客様のところへ行っ

ても、ひたすら商品の説明ばかりしていました。

　そのうちに「こんなに詳しく商品のことについて聞い

たことがない」と言われ始め、やがて質問攻めにあう

ようになりました。そして「商品のことなら、こいつに聞

け」ということになってきました。

　学校の先生から「こんな教材があれば」という声を

いただき、それを別注で作ったらとても喜ばれました。

大量生産の時代に、少量生産に取り組みました。

　また、こうしたニーズと、モノを作りたい工場とを結

びつけることを考えました。

　私は自分なりに、密かに商品開発を進めました。資

金も、考える人も、作る人もいない中、いろいろと苦

労しました。四六時中、商品開発のことばかり考えて

いました。商品のパンフレットも、カラーで作るのに知

恵を絞ってコストダウンしたこともあります。

　やがて社長に就任して、マッキントッシュを導入、高

くてもよいもの、として商品が売れました。デザイナー

部門が今では40人ほどいます。

　販売エリアも拡大しました。私は最初が四国の担当

でしたが、そこで売上を２倍に伸ばし、社員に引き継

ぎました。昭和58年に社長就任後は関東、東北、九

州などにも進出しました。飛び込み営業で、サンプル

をたくさん抱えてあちこち訪問しました。また仕入れも

輸入をメインにコストダウンを図りました。

　人材は新卒を毎年採用しており平均年齢も若く、

現在は30代半ばです。ボーナスも増やし、大企業に

負けないよう努力しています。新人研修は９ヶ月ほど

行い、新分野の研究などに取り組んでもらいます。

　私はこれまで、飛び込みで訪問してくる仕入れ業

者とも、ほとんど会って話を聞いてきました。話を聞き

ながら、そこから考えを巡らせて新しい事業の可能性

を探っています。

　海外は中国との取引が大半になりました。約300社

と直接取引し、輸入スタッフは15人います。中国に駐

在する人もいます。

　毎月１回、部門ごとの会議を開き、どこかの地域で

の成功例を全国へ広めるように心がけています。点

を面にする努力です。

　また商品のパンフレットは、社員がサーバーから写

真などのデータを取り出し、得意先ごとに個別のもの

が作れるようにしています。

　少子化に対しては、あまり心配していません。多く

の業者は専門家に商品の開発を依頼していますが、

当社は現場の声を聞いて自社で開発しています。

　運動会グッズや防犯ブザーも全国トップです。また

これからはプログラミングが重要視され、当社の教育

も注目されています。学研などとも協力し、ロボット教

室を実施しています。

　本日お配りした資料の中に、当社の「理念集」があ

りますが、これは社員にはもちろん、アルバイトにも渡

すようにしています。

▼菅野会長　宇野副会長、本日卓話よろしくお願

いします。

▼宇野副会長　本日卓話よろしくお願いします。

▼長竹幹事　松本様お世話になりました。

▼佐野会員　宇野副会長卓話楽しみにしていま

す。美食会ありがとうございました。

▼坂本会員　在籍３３年表彰ありがとうございます。

▼池尻会員　八尾河内音頭祭り、盆踊りギネス世

ニ　コ　ニ　コ　箱

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

8/30

9/6

9/13

会員数

55

55

55

出席

37

43

39

うち出席規定
適用免除者

8

11

9

メーク
アップ

1

出席率

78.72％

86.00％

81.25％

確定
出席率

80.85％

界記録達成しました。皆様大変お世話になりまし

た。有難うございました。

▼山本（昌）会員　秋の１泊２日親睦旅行のご参

加、よろしくお願い申し上げます。

▼山本（勝）会員　多くの方の御見舞をありがとう

ございました。例会欠席お詫び。

▼笠井会員　美食会たくさんのご出席ありがとうご

ざいました。

▼飯田会員　笠井さんありがとう。

▼吉本会員　ニコニコご協力ありがとうございます。

▼田中会員　河内音頭ギネスに挑戦してきまし

た！！達成おめでとうございます。池尻会頭初め、

実行委員会の皆様、お世話になり、子供らと共に

大変貴重な体験が出来、ありがとうございました。

▼奥谷会員　遅刻・早退。

▼新宮会員　松本様お世話になりました。笠井様

差し入れありがとうございました。

▼澁谷会員　笠井さんお世話に成りました。中川

（廣）さんありがとうございました。ご夫人誕生日。

例会欠席おわび。

▼吉田会員　ニコニコありがとうございます。

▼西村会員　笠井さん、美食倶楽部お世話になり

ありがとうございました。美味しく、良い話をさせて

頂きました。

▼小谷会員　中川さん大変お世話になりました。

田中さんボクシング感動しました。

▼幡田会員　ＳＡＡの皆様へ、卓上のお花のプレ

ゼント家族に好評でした。ありがとうございました。

▼相馬会員　河内音頭祭りのギネス成功おめでと

うございます。皆様ご協力ありがとうございました。

▼藤田会員　野球部試合負けました。すいません。

宇野副会長卓話よろしくお願いします。

←　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

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

月 火 水 木 金 土 日

ガバナー
公式訪問

秋の
親睦
旅行

秋の
親睦
旅行

理事会

例会→
29日（日）に変更

秋のRYLAセミナー
　（～９日）

月

経済と地域社会
の発展月間
／米山月間
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