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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」

●ビジターの紹介

　ＲＩ第2660地区クラブ奉仕・拡大増強委員会

　　委員長　藤井眞澄様（大阪南ＲＣ）

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話　　「会員増強について」

　ＲＩ第2660地区クラブ奉仕・拡大増強委員会

　　委員長　藤井眞澄様　（大阪南ＲＣ）

●閉会　「点鐘　」

■卓話予告

4/24　職業奉仕委員会　山陰恭志委員長

5/8　　法務省コレワ－ク西日本

（大阪矯正管区　矯正就労支援情報センター室）

　室長　高須賀　英治様

　先週ご紹介したガバナー月信の「我がクラブ紹

介」の記事ですが、当クラブが紹介されたページ

を本日、カラーでお配りしておりますので、ご覧く

ださい。

　なお駅貼りポスターの第3弾ですが、今月23日

から5月6日までの２週間、近鉄八尾駅に掲出さ

れる予定です。

　次週、卓話にお越しいただく地区の増強委員

長からも「八尾RCさんのの活動が話題になって

おり、ぜひ参考にしたい」とのお言葉をいただい

ております。その他にもいろんな方面から良い反

応や、評価をいただいており、喜んでおります。

　さて今月は、母子の健康月間です。これにちな

んだ山本ガバナーのメッセージを紹介します。

新生児の死亡率は、日本では非常に低いので

すが、世界には高い国もあります。5歳未満で

540万人が亡くなっているそうです。

　ＲＩでも5歳未満の幼児と妊婦の死亡率と罹患

率の削減などの活動を奨励しています。山本ガ

バナーも「持続可能な支援を続けていきたいも
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のです」と述べられています。

▼4日に四和会が開催され会長、会長エレクト、

稲田・柏木両副会長、小谷次年度副会長、吉田

次年度幹事、私と事務局で出席しました。

▼6日、金光八尾高校の入学式に柏木副会長、

大槻・吉田会員と私で出席しました。

▼7日に吹田RCの60周年記念式典が開催され、

松本PGに出席いただきました。

▼12日にＩＭ第4組のフレッシュロータリアン研修

交流会が開催され、藤田・曽家・平尾会員が参

加されます。

▼13日に地区研修・協議会が行われ、次年度の

対象者が出席されます。なお社会奉仕部門で、

当クラブの新宮会員が講演されます。

▼14日は春の親睦旅行です。AM9:00に上本町

駅に集合してください。

▼竹中　浩人　会員

　RI会長メッセージは、母子の健康月間にちなん

だ内容です。

　また特集は「命の重み、感じてますか？」です。

母子の健康に関する事業なども紹介されていま

す。

　ロータリーアットワークでは、大阪RCが協賛し

た当地区のロータリーデーが掲載されています

ので、ご覧ください。

▼ゴルフ部・大槻　恭介　部長

　5月16日に、３会員の還暦記念ゴルフコンペを

開催します。また5月31日には大阪天王寺RCと

の親睦ゴルフコンペを開催します。いずれも多

数の皆様のご参加を、お願いいたします。

▼野球同好会・田中　康正　会員

　今月3日に、ガバナー杯野球大会の表彰式と

懇親会が開催されました。今年度は14チームが

参加し、八尾RCがホストを務めました。

　ホストクラブとして交代で、全試合に出席しまし

た。また当クラブの最優秀選手には、藤田会員

が選ばれました。

　記録誌が出来上がっておりますので、回覧い

たします。

▼野球同好会・濵岡　千寿郎　会員

　甲子園出場に向けて、練習を重ねております。

また用具もいろいろと必要になってまいります。

皆様のご理解とご支援をいただけると、ありがた

く存じます。

「常にゼロからの経営ゲーム」

　　～スタートアップへ挑戦～

▼一般社団法人　倫理研究所法人局スーパー

バイザー　ゴイク電池（株）代表取締役

　田畑　章　様

　大阪府でも各地で

勉強会をさせていた

だいております。

　ロータリークラブで

の卓話は、初めてで

す。よろしくお願いい

たします。

　私の会社は28年

目で、現在は健康食品の製造販売や、蓄電池

の開発販売なども手掛けています。作詞もして

おり、JASRASの会員です。わずかですが、印税

も受け取っています。

　私は昭和29年、大分県の生まれです。工場の

期間工やタクシーの運転手などを経て、健康食

品を始めました。

　当初は夫婦2人のみで、妻が箱詰めをしていま

そ の 他 の 報 告
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した。おかげさまで販売は年々伸びたのですが、

後に幹部が残業代の支払いなどを求め、退職し

ていきました。

　そんな頃に、倫理法人会に出会いました。ここ

で経営のあり方に、初めて出会ったのです。私

は、今までの会社のトップを退き、社員に社長の

座を譲りました。責任ややりがいを持つと社員も

やる気になるもので、当初苦しい会社も黒字に

なっていきました。

　健康食品の会社も妻に社長を譲り、60歳で起

業しました。これまで数々のベンチャーのコンテ

ストに挑戦してきました。プレゼンテーションを行

い、内容が高く評価されたこともありました。

　スタートアップはやはり、ハイリスク、ハイリター

ンです。まずは入り口の「魔の河」を越えられるか、

が課題です。

　そこを突破すると次に「死の谷」があります。私

の場合はここで、電池が爆発しました。なんとか

火事にはならなかったのですが、大家さんから

「出ていって」と言われました。

　やがて「ダーウィンの海」と呼ばれる段階に入り、

さらに進化していけるかどうかが試されます。そし

てそこから、競合が多いレッドオーシャンに行け

るか、さらに独壇場のブルーオーシャンにたどり

つけるか、ということになります。

　私も息子が韓国で結んできた契約書の内容を

巡って、大騒ぎになった経験があります。契約書

を見ますと「当社の持つ技術をすべて、先方の

会社へ移転する」というような内容になっていまし

た。

　これはさすがにまずいと思い、元の軌道に戻す

のに苦労しましたが、最終的には何とかなりまし

た。この時、「息子も苦労して後継者になってい

くのかな」と感じました。

　企業を経営していく上で、やはり妻とはよく理

解し合うことが大切です。そして従業員も含め、

楽しく喜んで仕事をしていくことが大切だと感じ

ています。

▼岡　巌様　このたびは、大阪府倫理法人会の

田畑スーパーバイザーにご同行させて頂き有難

うございます。楽しませて頂きます。よろしくお願

いします。

▼畑中一成様　本日は田畑スーパーバイザー

の卓話に同行させて頂きました。八尾市会議員

の畑中いっせいです。本日は有難うございます。

▼大阪フレンドＲＣ会長・山本富造様　20周年記

念式典にお越し頂き、ありがとうございました。今

後とも宜しくお願い申し上げます。

▼大阪フレンドＲＣ幹事・高田利美様　いつもお

世話になり有難うございます。20周年の式典お

越し頂き有難うございました。本日勉強させて頂

きます。

▼山本会長　田畑様、本日よろしくお願い申し

上げます。大阪フレンドＲＣ山本会長、高田幹事

様ようこそおいで下さいました。ゆっくりおくつろ

ぎ下さいませ。

▼稲田副会長　田畑先生、本日卓話よろしくお

願いします。

▼柏木副会長　田畑様、本日の卓話よろしくお

願いします。大阪フレンドＲＣ山本会長、高田幹

事様ようこそおいで下さいました。

▼澁谷幹事　田畑様、本日卓話宜しくお願いし

ます。

▼村本会員　在籍内祝い。

▼山本（昌）会員　来週、親睦旅行よろしく。本日

早退お詫び！

▼中川（廣）会員　バッジ忘れ。

▼飯田会員 竹中さん、松井良介さんおめでとう

ございました。

▼川田会員　ご夫人誕生日。

▼田中会員　田畑章様、本日、卓話宜しくお願

いします。楽しみにしてます。

▼濵岡会員　少しだけ良い事が有りました。

▼津田・鼓呂雲会員　例会欠席お詫び。

▼松井会員　みなさまのご支援ありがとうござい

ました。中川次年度会員増強委員長ごちそう様

でした！人を学歴で判断するのはやめて下さ

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

3/27

4/3

4/10

会員数

62

62

62

出席

43

44

47

うち出席規定
適用免除者

12

14

13

メーク
アップ

3

出席率

81.13％

80.00％

88.68％

確定
出席率

86.79％

い！

▼長竹会員　大阪フレンド山本会長、高田幹事

ようこそ。

▼宮川会員　１５分待って大変でした。

▼野村会員　ガバナー杯の表彰式が終了し、ホ

ストもほぼ終了しました。山本総監督、濵岡監督

ごちそう様でした。疲れからか次の日から2日間

声が出ませんでした。

▼西村会員　竹中さんおめでとうございました。

例会欠席お詫び。在籍内祝い。

▼福田会員　竹中さん日曜は主役でしたね。こ

れからもよろしくお願いします。

▼幡田会員　ガバナー杯表彰式お疲れ様でし

た。竹中会員おめでとうございます。福田会員ギ

ターすばらしかったです。また聞かせて下さい。

良い事が有りました。

▼相馬会員　山本会長、先週金曜日有難うござ

いました。

▼藤田会員　ガバナー杯最優秀選手いただきま

した。ありがとう。いつもニコニコありがとうござい

ます。竹中さん、いい披露宴でしたね。末長くお

幸せに。

▼竹中会員　人前披露宴たくさんの方に来てい

ただき、誠にありがとうございました。４月７日この

日を忘れる事なく夫婦お互いがんばってまいりま

す。

▼竹原会員　妻の誕生祝いありがとうございます。

　　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

地区研修・
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研修会

理事会

会員企業訪問

春のRYLAセミナー
（～29日）

母子の健康月間 月
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