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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

　　　松本尚子様・大海佳之様・山本善哉様

●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　「クラシックの調べ」 チェロアンサンブル

　　　　　　松本尚子様・大海佳之様・山本善哉様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

2/26　「バヌアツ海外事業について」

　　　　　　笠井　実会長・佐野　清会員・

　　　　　　井川孝三会員・小林成禎会員

3/4　「与信管理の心得」

　　　　　　イーギャランティ元社長様

3/11　金光八尾高校インターアクトクラブ

　八尾ローターアクトクラブは、2月5日付けで申請

しております。RIから承認の回答待ちです。リノアス

でメークアップができるようになります。3月2日にもリ

ノアスで例会がありますので、事前に申し込みの上、

ぜひご参加ください。

　本日の卓話は経費節減ということで、西村委員長

の職業奉仕の一環で行います。職業スキルの向上

に役立ててください。このほか与信管理のコツにつ

いても後日、卓話を予定しております。

　私の会社でも経費削減に取り組んでいますが、

一番効果的なのは、１万円以上の支出は必ず稟議

書を社長に回すようにしたことです。高いような買い

物も数多くあり、無駄をチェックできます。

　本日の卓話者の場合、謝礼は１年目の削減額の

半額のみです。ぜひいろんなやり方を参考にしてく

ださい。

第2854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

会　長　の　時　間



▼先週開催した理事会の議事録を会報に掲載して

おります。

▼本日例会後、ローターアクトクラブ設立委員会を

開催します。

▼14日にIM第４組の会長・幹事会が開催され、笠

井会長と小谷副会長に出席いただきます。

▼15日に地区チーム研修セミナーが開催されます。

▼5月23日にIM第4組のロータリーデーがホテル日

航大阪で開催されます。近畿大学のコミュニケー

ション戦略についての講演が行われます。後日、

出欠を確認いたします。

▼中川　將　会員

　在籍30年になりました。知らぬうちに30年が過ぎ

てしまいました。体が元気だったのが、ここまで続け

られた一番の理由だと思います。今後もよろしくお

願いいたします。

▼クラブ広報委員会・新宮　一誓　委員長

　RI会長のメッセージでは、ロータリー創立115周年

に際して、「超我の奉仕」の理念は変わることがな

い、とおっしゃっています。具体例として東日本大

震災の被災地を訪れたときのことにもふれておられ

ます。

　また「島特集」として、奄美や利尻、石垣などのRC

が紹介されています。

　38年ぶりに来日したローマ教皇に平和の火を渡

す大役を、高校生のインターアクターが果たしたそ

うです。

　このほか世界ポリオデーにちなんだイベントも掲

載されています。

▼松井　良介・次年度幹事

　次週例会後、新理事・新委員長の研修会を開催

します。

▼ローターアクトクラブ設立委員会・

　　　児林　秀一　委員長

　本日例会後、委員会を開催します。

▼地区ロータリー財団委員会・

　　　相馬　康人　委員

　次年度以降について、翻訳委員会から報告があ

りました。

１）ローターアクトクラブの年齢上限が撤廃されます。

ただし各クラブが細則で上限を定めるのは、構わな

いそうです。

２）ローターアクトクラブの人頭分担金は、2022年7

月から徴収する予定です。

３）国際大会の位置付けについて、メルボルン大会

からはノンロータリアンのための祭典に変更される

そうです。

４）6項目の重点分野について、「環境保全」が新た

に加わる可能性があるとのことです。

５）ロータリー平和センターが、ウガンダに開設され

ました。

「経費削減」

▼エキスパート・リンク株式会社

　　　　執行役員　松田　智志　様

　本日はこのような機会をいただき、ありがとうござ

います。皆様にとりまして、参考になる部分を拾っ

ていただければと思っております。

　経費の適正化につきましてはバブル崩壊後、どこ

の会社もコスト削減をしてこられたと思います。ただ、

卓　　　話
ロ　ー　タ　リ　ー　の　友　紹　介

会　員　特　別　表　彰

そ　の　他　の　報　告

幹　事　報　告



その結果として今の価格が本当に適正なのかどう

かを、もう一度考えてみる必要があると思います。

十分に削減してきたつもりになっていても、実はま

だ見直しの余地がある可能性が考えられるからで

す。

　たとえば購買部門をアウトソーシングして、社員の

皆様には本来の業務に集中していただくのも、一

つの方法です。当社では中小企業診断士をはじめ

とする様々な士業の方々のノウハウを集めて、お客

様の経営の支援をさせていただいております。

　また経費適正化の取り組みが将来的にもずっと

続くよう、社内のご担当者にも効果的な手法を移管

させていただいております。

　外部の力を使ってコスト削減が上手くいった場合

に、担当だった社員が上司から「今まで何をやって

いたんだ」と責められるケースがあります。こうした

会社では、なかなかコスト削減が上手くいかないで

しょう。

　私どもでは市場の価格を調べてきて、もしそれより

も高い金額で現在購入されているのであれば、で

きるだけそれに近づけてもらうように交渉します。対

象品目は、人件費以外の販売管理費です。複合

機のカウンターチャージや、社員向けの携帯電話

の料金なども削減の対象になります。

　複合機にかかる１枚あたりのカウンターチャージ

や携帯電話の１台あたりの料金も、だいたいの平均

的な相場がありますので、現在それよりも高い水準

の金額で契約されている場合は、見直してみる価

値があると思われます。

　具体的な事例では、電話料金や消耗品、電力な

どの各品目で見直しを行い、全体で約10％のコスト

削減が実現できたケースもあります。

　どうぞ一度自分たちでできるところまでコスト削減

をされてから、私どもに依頼してみてください。そこ

からさらに、削減できる提案をさせていただけると思

います。

　経費を適正化する際のポリシーとしては、できる

だけ取引先は変えないようにします。よく、1円でも

効果を上げるためこれまでの取引先をすべて切っ

ていき新しい先に変更しようとするコンサルタントも

いますが、これはあまりおすすめしません。

　もちろん部分的には取引先の変更をお願いする

ケースもありますが、既存の取引先との取引条件を

適正化することを基本にしています。

　複数のサプライヤーから、そのお客様にとっての

適正価格を導き出せば、経費を下げることは可能

です。もちろん、調達する商品やサービスの質は、

下げないことが基本です。

　コンサルタントを選ぶ際には、例えば、社員には

できればなってもらわない方がいいと思います。時

にお客様の会社の名刺を自分用に作ってくれとい

うコンサルタントもいますが、その名刺を使って取引

先に無茶な要求をし、これまで長年かかって築い

てきた相手先との良好な関係が崩れてしまうことも

ありますので、気を付けてください。その他、コンサ

ルタントが特定のサプライヤーからお金をもらって

いないことなども、重要です。

　費用は固定費を払い続けるところや、成功報酬型

でも長期間支払い続けるところもあります。当社の

場合は、初年度の経費削減額から、半額をいただ

くだけです。2年目以降は、コンサルティング料金は

不要です。また経費を下げるノウハウを社員さんに

身につけてもらいますので、将来にわたって継続

的にコスト削減が実現できます。

▼笠井会長　松田さん、卓話よろしくお願いします。

▼山本（勝）直前会長　大変うれしい事がありました。

内容は、秘密です。

▼小谷副会長　松田様、卓話よろしくお願いします。

▼吉田幹事　本日、ローターアクト設立委員会よろ

しくお願いします。

▼佐野会員　他に奉仕する事は、自分に返る。そ

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

月日

1/29

2/5

2/12

会員数

67

68

68

出席

43

43

43

うち出席規定
適用免除者

12

14

14

メーク
アップ

0

出席率

76.79％

72.88％

72.88％

確定
出席率

76.79％

して自分が成長する。

▼中川（將）会員　知らない内に30年も在籍してい

ました。ロータリーの片すみに置いておいて下さい。

在籍内祝い。

▼中川（廣）会員　谷口さん、入会おめでとうござい

ます。これからもよろしくお願いします。例会欠席お

詫び。

▼井川会員　写真有難う。

▼小林会員　ご夫人誕生日。

▼稲田会員　競馬はダメ、ゴルフもダメ、なにか良

い事が有ります様に。

▼田中会員　中川廣次会員、先日はお世話になり、

ありがとうございました。中西会員ありがとうございま

した。

▼川田会員　笠井会長、ＣＤ作成ありがとうござい

ました。

▼濵岡・鍋島会員　良い事が有りました。

▼澁谷会員　在籍内祝い。

▼長竹会員　松田様、本日宜しくお願い致します。

▼宮川会員　例会欠席お詫び。

▼野村会員　先日の研修委員会、メンバーの皆さ

ん、出席ありがとうございました。

▼児林会員　中川（廣）さん、先日ありがとうござい

ました。本日、ローターアクト設立委員会よろしくお

願いします。

▼西村会員　良い事が有ります様に！

▼相馬会員　寒暖の移ろい激しき折、みなさまお

体ご自愛下さい。

▼福村会員　誕生内祝い。

　　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

２月１６日（日）11：00～16：00京橋駅前にてＲＡＣに

よる献血。八尾ＲＡＣより４名、田中会長ノミニーは

１５人の社員を引き連れ献血に協力されました。
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