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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

　法覚寺長老　山田隆章様

●ビジターの紹介

　ＲＩ２６６０地区社会奉仕委員会

　　委員長　塩尻明夫様（大阪船場ＲＣ）

●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　　「真実を求め、真実に生きる」

　　　　　　　　　　法覚寺長老　山田隆章様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

11/28　「真実を求め、真実に生きる」

　　　　　　　法覚寺長老　山田隆章様

12/5　「2019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

12/12　忘年家族会　コンラッドホテル大阪３８階

12/19　上半期を振り返って　　山本勝彦会長

　先ほど指名委員長より、次々年度会長と次年度

理事・役員の発表がありました。ここで少し、八尾Ｒ

Ｃの細則について説明させていただきます。

　年度の浅い方にはなじみがまだないかもしれませ

んが、八尾ＲＣの定款と細則は「活動計画書」に収

録されていますので、また一度ご覧ください。

　その中の細則・第3条に「理事・役員の選挙」の項

目があります。

　年次総会の5週間前に9名からなる指名委員会を

設け、前々年度の会長が委員長を務めます。

　次々年度の会長候補者の資料を、会長が提出し

て、一番ふさわしい人を選んでいただくことになりま

す。また次年度の理事につきましては、会長エレク

トが資料を提出し、委員会で審議、決定します。

　これについて年次総会で、会員の賛否を問うこと

になります。年次総会は例年、12月の第1例会に行

われていますので、今年は12月5日に開かれること
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になります。

　候補者の氏名は、その２週間前に発表することに

なっていますので、本日発表された、ということです。

　年次総会で賛否を問い、賛成なら当選となります。

指名委員会は、任期終了をもって自動的に解散し

ます。指名委員会の委員は、入会年次層を代表す

る会員から選ばれます。

　難しいかもしれませんが、皆さんにとっても大事な

ことになってきますので、勉強してください。

▼本日の幹事報告はございません。

▼山本　昌市　委員長

　委員会にて審議の結果、以下の通り発表いたします。

2019－2020年度　理事役員候補者

会 長　：　笠井　実

直前会長　：　山本勝彦

副 会 長　： 小谷逸朗

幹　　　事　：　吉田法功

会　　　計　：　濵岡千寿郎

Ｓ  Ａ  Ａ　：　稲田賢二

クラブ奉仕担当理事　 ：　小谷逸朗

職業奉仕担当理事  　：　西村　衛

社会奉仕担当理事　  ：　川田　隆

国際奉仕担当理事　  ：　児林秀一

青少年奉仕担当理事　：　田中康正

会長ノミニー　：　飯田寛光

　２週間後の年次総会で、皆様の賛否を問います。

　なお当委員会は、任期終了をもって自動的に解散

いたします。

▼社会奉仕委員会・松井　良介　委員長

　昨年に引き続き、今年もクリスマスのイルミネーション

を実施します。12月5日に、子ども食堂の子どもたちも

参加して、点灯式を行います。皆様のご参加をお願い

いたします。

▼国際奉仕委員会・小谷　逸朗　委員長

　セブ島からゲストを迎え、卓話と

食事会を先日行いましたが、参加

した子どもたちからお礼状が届き

ました。回覧しますので、ご覧くだ

さい。

▼クラブ研修委員会・長竹　浩　副委員長

　本日6時から、炉辺会議を加門で開催します。参加

される方は、各部屋に集合ください。

「企業再生」

▼ホライゾン（株）　上中　康司　様

　京都平安ＲＣで直前

会長を務めております。

宮川会員から卓話のご

依頼をいただき、本日

実現しました。

　企業の買収と再生に

ついて、お話しさせて

いただきます。私は現

在、投資会社も含めて複数の会社に関わっていま

す。約10社の経営に携わっています。

　元々は日債銀で銀行員をしておりましたが、2000

年に独立して起業しました。最初は教育などの事

業をやっていたのですが、9.11のテロなどで景気が

冷え込んだことなどから、投資会社を立ち上げまし

た。

　当時はいわゆるＩＴバブルの時代で、後に巨大化

する楽天やアマゾンがこのころ誕生しました。その

ころに私も「企業再生のファンドを作ろう」と一念発

起しましたが、そこへ2008年のリーマンショックが襲

指 名 委 員 会 より

そ の 他 の 報 告
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いました。

　私は「このような状況では、もう日本ではやってい

けない」と考え、家族でシンガポールへ移住しまし

た。妻と子どもがいるのですが、特に子どもの学校

の手続きなどで大変苦労しました。

　当時はリーマンショックの影響がまだ残っていまし

たが、ただその一方で、「株価が安い」「超円高」と

いう環境がありました。そこで自分のお金と投資家

のお金も集め、オーストラリアの鉱山を買収したの

です。

　誰も見向きもしないようなものに、価値を見出すの

が私の哲学です。

　景気はその後、思いのほか早くに回復し、そして

何と、買収した鉱山の地下に金が埋蔵されているこ

とがわかったのです。

　ただ、ここで自力で掘ってはいけません。金が埋

蔵されているということを売り文句に、掘らずにその

まま転売するのが大切です。

　そうした経験などをまとめた本も、後に出版しまし

た。

　また「ハゲタカ」という映画を観て、「自分にもでき

るのでは」と考えて仲間に声をかけ、株式を買い占

めるなどしました。

　取締役として自分も買収した会社に入り、やる気

のある社員を残して事業を拡大、やがて海外にも

進出しました。

　これは成功した事例です。この企業は結局、株価

が2年ほどで約3倍に上昇し、高値で売ることができ

ました。

　しかし、やはり失敗事例の方が多いのが実情です。

当初自分が思った通りに上手くいかないことも、よく

あります。

　私は一見どうにもならないような企業で、株価が

低いところを探し、そこにテコ入れすることで再生を

試みてきました。これまでの経験から、そうした会社

はたいてい、当たり前のことをできていない企業が

多いように思います。

　中期計画を立てたり株主対策を行うなどのほか、

投資家対策のＩＲも下手だと思います。

　企業はこれから、こうした点をもっと磨いていく必

要ありますが、これも一つの企業再生の手法だと思

います。

　ところで私はまた、民主党政権のときに魔がさして、

選挙に出た経験があります。自民党から衆院選の

京都２区に出馬し、落選しました。対抗相手が、前

原誠二さんでした。

　私もそれなりの票を獲得することはできたのです

が、維新の影響などもあり、比例で復活することも

できませんでした。

　２回落選することで選挙には懲りたのですが、た

だ、この経験を通じて、いろんな人脈はできたと思

います。国会議員に当選した人もいます。このとき

できた人脈を活用して、現在のホライゾンを立ち上

げました。

　もったいないことですが、中小企業は素晴らしい

技術があるのに、後継者がいないなどの理由で廃

業する企業が多いです。企業が存続しないことに

は、その会社が持つ技術やノウハウは、失われてし

まいます。

　生き残る会社とは、大企業などではなく、時代に

合わせて変化できる会社です。

　やはり情熱が重要で、社員みんなで同じ方向を

向くことが大切です。社員のモーチベーションを上

げつつ、実行可能な計画を立てて、それを確実に

実行していくことが、これからの企業にとって必要な

のではないでしょうか。

▼山本会長　本日、会長予定者と、理事役員候

補者の発表があります。京都平安ロータリー上

中様、本日の卓話、よろしくお願い致します。本

日夕方より炉辺会議があります。よろしくお願い

します。

▼柏木副会長　上中様、本日卓話よろしくお願

いします。本日、炉辺会議参加されるメンバーの

皆様、お世話になります。

▼澁谷幹事　京都平安RC上中様、卓話宜しく。

今日の炉辺会議お世話になります。

▼中西（啓）会員　本日の炉辺会議をよろしくお

願いします。ご夫人誕生日。

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

11/7

11/14

11/21

会員数

62

62

62

出席

46

47

39

うち出席規定
適用免除者

14

13

10

メーク
アップ

1

出席率

82.14％

87.04％

76.47％

確定
出席率

83.93％

▼山口会員　喜宇野さん、ホールインワン誠に

おめでとうございます。記念品ありがとうございま

す。年次表彰内祝い。

▼中川（廣）会員　良い事が有ります様に。

▼菅野会員　忘年家族会の登録よろしくお願い

します。

▼笠井会員　本日はよろしくお願い致します。

▼川田会員　児林秀一さん、写真ありがとうござ

いました。

▼濵岡会員　ほんの少しだけ、良い事が有りまし

た。

▼長竹会員　吉本さん、写真有難うございました。

▼宮川会員　上中様、卓話宜しくお願いします。

▼野村会員　富田さん、大槻さん、先週はお付

き合いいただきましてありがとうございました。ま

た、お願いします。

▼西村会員　例会欠席お詫び。

▼富田会員　本日、午前中右足カカトにヒアルロ

ン酸を注射してきました。痛かったけど少し楽に

なった気がします。いつもニコニコありがとうござ

います。

▼福田会員　福井へサーフィンに行きました。カ

ニと若狭牛よかったです。

▼幡田会員　上中様、ようこそお越し下さいまし

た。卓話よろしくお願い致します。企業再生の卓

話たのしみです。

▼平尾会員　炉辺会議、欠席お詫び。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定

日時：２０１８年１１月２１日（水）

承認事項

1.職業分類の件

持ち回り理事会議事録

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

月 火 水 木 金 土 日

移動例会
理事会

（休会）

月 火 水 木 金 土 日

月職業奉仕月間
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