
八尾ロータリークラブ　2019－2020年度　　　会長　笠井　実　　　幹事　吉田　法功

事務局　八尾市清水町1-1-6　八尾商工会議所２Ｆ
ＴＥＬ　072-991-2129　　ＦＡＸ　072-924-0010
URL　www.yaorc.com　　E-mail　 info@yaorc.com

例会日　毎週水曜日　午後０時30分－午後１時30分
例会場　八尾商工会議所３Ｆ
創　 立　1961（昭和36）年3月28日

国際ロータリー　第2660地区2019-2020年度

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」

vol.59
No.28

2020 1
29

 

●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「我らの生業」

●出席報告

●米山功労者表彰

第６４回米山功労クラブ

第２１回米山功労者　山本義治会員

第８回米山功労者　高井榮彌会員

第８回米山功労者　寺坂哲之会員

第５回米山功労者　山本勝彦会員

第５回米山功労者　井川孝三会員

第３回米山功労者　山陰恭志会員

第２回米山功労者　飯田寛光会員

第２回米山功労者　新宮一誓会員

第２回米山功労者　児林秀一会員

第１回米山功労者　中西広美会員

●ロータリー財団表彰

ベネファクター　山本勝彦会員

ポール・ハリス・フェロー

　中西広美会員・大槻恭介会員

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

６回目　坂本憲治会員・寺坂哲之会員・

　　　　　中川　將会員

４回目　中島孝夫会員・山本昌市会員

２回目　宇野泰正会員・濵岡千寿郎会員・

　　　　　奥谷英一会員

１回目　吉田法功会員・野村俊隆会員

●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　「●●●●●●●●●●●」

ＮＰＯ法人　輝　理事長　浦上弘明様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

2/5　「命の水」と「教育の場を求めて」道なき道を

　　　　行く！！国際奉仕委員会　児林秀一委員長

第2851回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

ロータリーは世界をつなぐ  国際ロータリー 会長　マーク・ダニエル・マローニー
国際ロータリー　第2660地区　テーマ

Stand By You ～あなたと共に～ 国際ロータリー 第2660地区 ガバナー 四宮孝郎

The Pursuit of True Service and Friendship　真実の奉仕と親睦を探求する
八尾ロータリークラブ テーマ 会長　笠井　実



　先週は阪神タイガースの矢野監督をお迎えし、盛大な

公開例会になりました。SAAの皆さん、ご苦労様でした。

また本日は後ほど、企業見学へ行きます。

　さて本日は、皆様に問題をお配りしています。一度、考

えてみてください。問題に答えてもらうと、子どもの健康や

医療もよくなってきています。従って国際奉仕の事業は

慎重に検討して、奥地まで行かないとなかなか難しいか

もしれません。やはり十分な準備が必要です。注意点の

参考にしてください。

▼本日例会後、職業奉仕事業として会社訪問を実施

します。

▼2月16日、地区ローターアクト主催の献血が行われ

ます。

▼次週例会後、クラブ戦略計画委員会を開催します。

▼高砂様より菓子をいただいております。

　入会の被推薦者に対する異議申し立て期間を、「7

日以内」から「14日以内」に変更。

▼鍋島　圭太　会員

　職業奉仕月間にちなんで、特集記事が組まれてい

ます。またロータリー研究会リポートでは、各地区のポ

リオプラスへの寄付金額が紹介されています。

　卓話の泉では大阪RC塩野会員の卓話が掲載され

ています。

▼クラブ広報委員会・新宮　一誓　委員長

　次週FMちゃおに、会長他がクラブ紹介などで出演され

ます。また今年度のネパール支援の事業が、地元新聞に

も取り上げられているそうです。

　ホームページの記事更新につきまして、事業と同好会

の写真と記事をご提出ください。

▼親睦活動委員会・山本　勝彦　委員長

　5月3～4日に、春の親睦旅行として越中八尾へ行きた

いと思います。例年は9月の「風の盆」の時期に訪問しま

すが、先方も受け入れが大変ということで、山車を見るこ

とができる5月に企画いたしました。ぜひご参加ください。

▼社会奉仕委員会・川田　隆　委員長

　18日に、里親会の事業に会長他で参加してまいりまし

た。ピザを作るなどで交流いたしました。6月に白浜旅行

を予定しています。

「職業奉仕月間に因んで」

▼職業奉仕委員会・西村　衛　委員長

　本日は例会後に、企業訪問を実施します。職業奉仕委

員会の宇野会員のアーテック様と、寺坂会員の帝国

チャック様を見学させていただきます。どちらも皆様ご承

知の通り、「超」がつくほどの優良企業です。模範として、

参考にしていだければ、と思います。

　なお、本日は「輝」の子どもたちにも参加いただく予定

でしたが、日程が調整できず、不参加になりました。本日

は34名、マイクロバス2台で出発します。

　

▼寺坂　哲之　会員

　職業奉仕とは、やはり職業を通じて社会に貢献すること

が大切だと思います。当社には創業者の思いが詰まった

「魂知和」という社是があります。魂を込めて製品をつくろ

う、社員が知恵を絞り、仕入先や販売先も含めた和を大

切に、というものです。また後年、ISOの認証取得の際に

は、経営理念も定めました。

　すべての社員が、お客様の気持ちを考えて仕事をする

こと。迅速に対応し、費用を惜しまず対応する。そのおか

げで、お客様にも安心してもらっています。そして当社の

製品が、お客様の製品の品質に貢献していると自負して

います。

　当社では毎年、多額の納税をしています。また福利の

向上を図るなどで、社員を大切にしています。会社負担

で、社員の保険にも加入しています。社員旅行も毎年、

会社負担で行い、誕生日のお祝いも全員に渡していま

す。

そ の 他 の 報 告

臨 時 総 会 を 開 催

卓　　　話幹　事　報　告

会　長　の　時　間

ロ ー タリ ー の 友 紹 介



　当社では、リストラも行いません。リーマンショックのとき

も、3日働いて4日休むなどして、リストラはしませんでした。

この時はさすがに初めて赤字となりましたが、１年程度で

回復の兆しが出てきました。社員を減らさなかったおかげ

で、回復してきたときに増加した注文を受けることできまし

た。このことで、当社の評価もさらに高まりました。

　また、いわゆる３Kの要素については、できるだけ排除し

ようと努力しています。このほか年末には、特別賞与とし

て社員に利益配分をしています。

　私がいつも社員に言っているのは、朝の挨拶をきっちり

することです。おかげでできる人が増えてきました。そして

だんだん声も出るようになってきました。これを根気よく続

けたいと思っています。

　これからも謙虚な気持ちを忘れずに、当たり前のことを

当たり前にやるようにしていきたいと思っています。

▼宇野　泰正　会員

　わが社は、学校で使われる教育材料のメーカーです。

近年は少子化という構造不況で大変な業界ですが、その

中でも当社だけは発展し続けています。

　営業が5部門、企画が5チームあります。学校関係の企

業は、単一教科のみで事業展開している会社がほとんど

です。そうなると繁忙期と閑散期がはっきりしてしまい、開

発スタッフを多く抱えられず外注やアウトソーシングになり

がちです。しかしわが社では、営業5部門の繁忙期が異

なるので、年間を通して平準化できています。

　売り上げの90％は、自社で考えた商品です。開発スタッ

フも50人以上おり、スピードやオリジナル性では抜きん出

ていると思います。

　これは40年ほど前に社員10人足らずだった時から、自

社のオリジナル商品づくりに努め、必要なスタッフを少し

ずつ増やしていった結果です。今では働いてもらってい

る人も、300人弱に増えました。これは比較的安定してい

る教材業界では、異例なことらしいです。それはものづく

りの考え方が、他社は専門家によるトップダウンであるの

に対し、わが社では消費者からのボトムアップであるから

だと思います。

　さて社内では、営業会議で毎月、全国から収集した情

報を全営業員に発表してもらっています。また全社員に

年2回、商品開発や社内改革の提案書提出を義務付け

ています。週1回の部門代表者会議で、すべて検討しま

す。毎年5月には、課別に個人で賞与査定申告書を提出

させています。これにより本人の「陰ひなた」や社員館の

状況が、手に取るようにわかります。

　新入社員は4～12月で、社員研修を9ヶ月します。社会

人教育1ヶ月で、残りは商品開発です。次年度の新商品

を企画するのですが、昨年度は20人で100点ぐらい作りま

した。これにより商品知識や仕入れ価格、販売価格など

を勉強します。

　学校関係は今年から導入される小学校の英語およびプ

ログラミング教育に、揺れ動いている状態です。

▼笠井会長　本日、職業奉仕卓話および工場見学、

寺坂会員、宇野会員、西村委員長よろしくお願い致し

ます。

▼山本（勝）直前会長　本日の会社訪問、お世話にな

ります。本日から募集させて頂きます。５月3～4日の

親睦旅行、多数の御参加よろしくお願い申し上げます。

▼飯田会長エレクト　次年度理事、委員長の皆様、昨

夜はありがとうございました。写真有難う。

▼小谷副会長　寒中お見舞い申し上げます。写真有

難う。

▼吉田幹事　職業奉仕委員会のみなさん、よろしくお

願いします。写真有難う。

▼佐野会員　昔の友人から便りがありました。元気で

した。

▼居相・中川（將）・村本・中川（廣）・松井・新宮・山

陰・平尾会員　写真有難う。

▼坂本会員　今年もよろしくお願いします。元気です。

▼中西（啓）会員　佐々木先生、大変お世話になりあ

りがとうございました。飯田さん、昨日はありがとうござ

いました。写真有難う。例会欠席お詫び。

▼寺坂会員　卓話よろしく。

▼池尻会員　誕生内祝いありがとうございます。

▼稲田会員　私達夫婦2人の美しい写真ありがとうご

ざいました。

▼宇野会員　卓話及び会社訪問、よろしくお願いしま

す。写真有難う。

▼田中会員　昨日は飯田エレクト大変お世話になりま

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 ▼ 新宮　一誓　　副委員長 ▼ 吉本　憲司
委 　員 ▼ 福田　隆教　　相馬　康人　　竹中　浩人

■ 出席報告
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した。ありがとうございました。例会欠席お詫び。

▼川田会員　西村さん、本日お世話になります。写真

有難う。

▼吉本会員　飯田会長エレクト、お世話になりました。

写真有難う。ご夫人誕生日。

▼濵岡会員　寺坂さん、宇野さん、本日卓話楽しみに

しています。写真有難う。

▼柏木会員　笠井会長、川田委員長、川村さん、

1/18の里親会の新年会お疲れ様でした。写真有難う。

▼澁谷会員　飯田エレクトありがとうございました。写

真有難う。

▼長竹会員　ご夫人誕生日。

▼野村会員　写真有難う。バッジ忘れお詫び。

▼西村会員　本日の企業訪問、よろしくお願いします。

▼大熊会員　いつもありがとうございます。写真有難う。

▼富田会員　飯田様、昨夜はごちそうさまでした。”ＩＡ

ＫＡＴＯＲＩＨ“イアカトリッヒ、カッコよかったです。写真

有難う。

▼大槻会員　飯田さん、お世話になりました。写真有

難う。

▼相馬会員　飯田会長エレクト、平尾会員、昨日は御

馳走様でした。写真有難う。

▼山本（隆）会員　写真有難う。誕生内祝い。

▼曽家会員　昨日は、飯田さん、松井さん有難うござ

いました。

▼大橋会員　写真ありがとうございました。飯田様昨

日はありがとうございました。パンも濃厚で美味しかっ

たです。写真有難う。

▼竹中会員　本日、企業訪問よろしくお願いします。

写真有難う。

▼川村会員　写真有難う。ご夫人誕生日。

▼鍋島会員　先週柏原ＲＣ伊谷会長、矢野監督のサ

イン当たられとても喜んでおられました。写真有難う。

▼福村会員　素晴らしい１年であります様に。ご夫人

誕生日。

　　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

地区チーム
研修セミナー

R財団補助金
管理セミナー

理事会

月
平和と紛争予防／
紛争解決月間

月 火 水 木 金 土 日

PETS（会長エレクト
研修セミナー）

理事会

水と衛生月間月
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