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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「国歌」「奉仕の理想」

●ゲストの紹介

　　　米山奨学生　マクドナルド　ミカエラ　マリ様

●お誕生日御祝い

　　　寺坂会員（喜寿）

　　　山本（勝）・友田・児林会員

●出席報告

●米山奨学金贈呈

●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

　　　「ロータリー財団月間に因んで」

　　　　ロータリー財団委員会　飯田寛光委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

11/14　ホライゾン㈱　川口加奈様

11/21　上中康司様

11/28　「真実を求め、真実に生きる」

　　　　　　　法覚寺長老　山田隆章様

　池田くれはRCへ坂本会員が講師で訪問され、その

お礼ということでバッジを全員分いただいております。

　さて昨年、菅野会長が作られた八尾ＲＣのＰＲ用の

動画がございますが、今年度も内容を更新し、作り替

えてみました。本日はこれから、その試写会をしたいと

思います。どうぞご覧ください。

▼25日に四和会が開催され、会長・幹事・柏木副会長

と事務局で出席しました。

▼26日に田中作次杯野球大会の前夜祭が行われ、

稲田副会長と濵岡会員が参加されました。

▼26日にIM第４組の会長・幹事会が開かれ、会長と

幹事で出席しました。

▼27日の東大阪みどりＲＣの20周年記念式典に、会

長・幹事で出席しました。

第2793回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

インスピレーションになろう
国際ロータリー 会長　バリー・ラシン

八尾ロータリークラブ　テーマ　　for the team　全てをクラブの為に　 会長　山本　勝彦

会　長　の　時　間

幹　事　報　告



▼11月4～6日、台北東ＲＣへ

19人で公式訪問いたします。

▼11月4日、地区インターアクト

の年次大会が行われ、吉田・

大槻会員に参加いただきます。

▼赤い羽根募金の協力依頼が来ております。本日、

募金箱をまわします。

▼本日例会後、クラブ戦略計画委員会を開催します。

▼国際奉仕委員会・小谷　逸朗　委員長

　11月4～6日の予定で、台北東ＲＣへ19名で公式訪

問をしてまいります。

▼クラブ研修委員会・中西　啓詞　委員長

　11月21日PM6:00から加門で、クラブ研修会を開催し

ます。今年度のクラブテーマをどのように実践し、成果

を上げていくのか、話し合っていただきます。

　その後、懇親会も用意しておりますので、奮ってご参

加ください。

▼野球同好会・田中　康正　主将

　先週日曜日にサントリー球場で大阪難波ＲＣと対戦

し、12－6で惜敗しました。ただ、チームは力が伸びて

きていると思いますので、これからも優勝を目指して頑

張ります。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　本日ご覧いただいたクラブＰＲ動画の、各事業はま

だ去年のままですが、来年には実施済みの今年度の

事業に差し替えていく予定です。

　また30日から、近鉄八尾駅のホームでクラブのＰＲポ

スターを掲載中です。現場を見に行きましたところ、足

を止めて見ておられる方もいました。来週月曜日まで

掲示していますので、皆様も機会があれば見てくださ

い。

　ポスター掲出に伴うホームページへのアクセス増加

などの分析は、後日報告いたします。

「失敗の連続！そこから学んだ事業継承、創業

者と後継者力を合わせた時」

▼児林　健太　様

　商工会議所青年部の

先輩も多数おられる中

でしゃべるのは緊張し

ますが、精一杯お話し

させていただきます。

　私は2003年に寿々に

入社し、06年に代表取

締役に就任しました。当社はその後、奈良県などにも

進出、中国・大連にも進出して拠点を構えています。

また、現在は福井にも展開しています。将来的には、

アジアにも波及させていきたいと考えております。

　当社は訪問介護からはじめ、給食や人材派遣など

にも事業領域を広げています。

　私は後継者として、まだ勉強中の立場です。諸先輩

の前で非常に恐縮ですが、少しでも参考になるところ

があれば幸いです。

　私はもともと、建築塗装の仕事をしていました。当初

は景気も良かったのですが、だんだんと仕事がなく

なってきたときに、会社に呼んでもらいました。ちなみ

に私が社長に就任した当時は「高齢者住宅バブル」と

も言われるような状況でした。

　入社したての頃、私は「忠誠心の塊」のような後継者

でした。父の背中を見ながら勉強させてもらい、順調

に売上も伸びていました。しかしそうした状況が、勘違

い経営者を生み出してしまうことになるのです。私も夜

に遊び歩いたり、天狗になってしまったりしました。

　やがて売上がピークになるころには、感謝が存在し

ないような経営に陥りました。「自分が一番」と思い違

いをし、父とも意見が対立してくるようになります。感謝

することを忘れ、遊んでばかりでした。それでも売上は

上がるので、本当に自分のことしか考えていなかった

ような状態です。

　やがてついに方向性が決裂することになるのですが、

事業の承継はやはり、バトンを渡す側と渡される側の

息が合わないと、おかしくなってくるものです。

　意見が食い違っていた時期は、いろんなことが悪い

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



方向へと向かい、マスコミをお騒がせすることもありま

した。創業者と対立し、業績も頭打ちになり、ヒト・モノ・

カネが会長派と新社長派に分裂し、力も分散していき

ました。

　そこで私は頭を打つことを経験し、原点に帰ることに

しました。何も前に進まず、苦しい思いをしましたが「も

う一度よく話し合っていく必要がある」と考えるようにな

りました。

　それからは兄弟も含めて、いろんな話をしてきました。

現在はグループで力を合わせて、いろいろと試してい

るところです。

　事業継承は、親子だと余計に難しいところもあると思

います。

　私なりに、「事業承継がうまくいく５ヶ条」というものを

考えてみました。

１．経営理念の真意を相互理解

２．バトンを渡す側、渡される側の計画や思いを

相互理解する

３．空気感でズレた！と思ったら、すぐによく話し

合う

４．役者の演じ方

５．事業承継は成長期よりも衰退期（もしくは成

熟期）

というものです。少しでも皆様の参考になれば、と思い

ます。

▼山本会長　児林健太様、本日の卓話よろしくお

願いします。日曜日の野球大会、一番弱いと評判

の大阪難波ＲＣに負けました。

▼稲田副会長　早退お詫び。

▼柏木副会長　児林健太様、卓話楽しみにしてお

ります。親睦委員会欠席お詫び。四和会で、会長

お世話になりました。

▼澁谷幹事　児林健太様、卓話宜しく。よいことが

ありました。

▼佐々木名誉会員　大変ご無沙汰しています。時

に顔を出させていただくようにします。バッジ忘れ。

例会欠席お詫び。

▼佐野会員　居相さん、祝賀会有難うございました。

皆様のお陰で盛会で終わりました。

▼松本会員　季節の変わり目です。お身体ご自愛

下さい。

▼中川（將）・飯田・奧谷・竹原会員　写真有難う。

▼中川（廣）会員　写真有難う。早退。例会欠席お

詫び。

▼菅野会員　悪い事がありました。良い事あります

様に。

▼笠井会員　良い事が有りました。

▼川田会員　誰でもヒーロー歓迎会、欠席お詫び。

すみませんでした。写真有難う。

▼田中会員　児林健太様、本日、卓話宜しくお願

いします。楽しみにしています！！

▼濵岡会員　児林健太様、本日卓話宜しくお願い

致します。

▼津田・大槻会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

▼松井会員　誰でもヒーローの子供達へのご支援

ありがとうございました。あの子達にとって、かけが

えのない時間になった事でしょう。

▼山陰・平尾会員　例会欠席お詫び。

▼長竹会員　児林健太社長、卓話宜しく。

▼野村会員　本日18：30より近鉄八尾駅近くのキリ

ンでＳＡＡ委員会という名目でご飯を食べます。ご

参加よろしくお願いします。男前の児林さん、卓話

よろしくお願いします。

▼児林会員　先日、山本会長ありがとうございまし

た。写真有難う。例会欠席お詫び。

▼西村会員　競馬がさっぱり当たらない代わりに、

コーヒーの自販機でもう1本あたりました。（泣）

▼福田会員　明日から新会社発足です。フロアー

マットのメーカーとしても頑張ってまいります。

▼富田会員　本日、ＳＡＡ委員会宜しくお願いしま

す。ハッピーハロウインなので2次会、3次会楽しみ

にしております。いつもニコニコありがとうございま

す。

▼幡田会員　来年度ガバナー杯ホストクラブ大阪

難波に６対12で敗けました。試合終了のあいさつで、

審判にすばらしい試合でしたと言われ、悔しかった

ニ　コ　ニ　コ　箱



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 ▼ 相馬　康人　　副委員長 ▼ 山本　隆一
委 　員 ▼ 吉本　憲司　　津田　伸一

■ 出席報告

月日

10/17

10/24

10/31

会員数

62

62

62

出席

45

40

51

うち出席規定
適用免除者

12

12

14

メーク
アップ

1

出席率

83.33％

74.07％

91.07％

確定
出席率

85.19％

です。いつもニコニコありがとうございます。

▼相馬会員　児林さん、卓話楽しみにしております。

あと、駅貼りポスター、近鉄八尾駅にて絶賛掲示中

です。みなさん奮って、見に行って下さい。

▼藤田会員　野球部、試合負けてしまいました。残

念です。

▼北野会員　宇陀カントリークラブのシニア選手権

おかげ様で、優勝出来ました。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定
月 火 水 木 金 土 日

理事会

台北東ＲＣ
公式訪問（～6日）

ロータリー
財団月間

月

月 火 水 木 金 土 日

地区大会
理事会

忘年家族会

月

疾病予防と
治療月間
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