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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」

国際ロータリー テーマ

ロータリーは機会の扉を開く 国際ロータリー 会長

ホルガー・クナーク

国際ロータリー 第2660地区 テーマ

BACK, To the FUTURE 〜基本に戻って、未来へ〜 国際ロータリー 第2660地区 ガバナー 簡

仁一

八尾ロータリークラブ テーマ

ロータリアンらしく 八尾ロータリークラブらしく
第2866回

例会 プログラム

●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
株式会社 ブック・ブリッジ 代表取締役社長
放送作家・日本笑い学会理事

会長 飯田 寛光

■卓話予告
11月18日 「ロータリー財団月間に因んで」
ロータリー財団委員会 大橋裕之委員長
12月2日 （株）オリーブ所属整体師
今西紀雄様
12月16日 「半期を振り返って」 飯田寛光会長

橋本 昌人 様
●出席報告

会 長 の 時 間

●お誕生日御祝い

先日の理事会で、指名委員会が承認されましたので、

寺坂哲之会員・谷口善紀会員・山本勝彦会員・

ご報告いたします。委員長に一昨年度会長の山本

友田 昭会員・児林秀一会員

（勝）会員、委員に飯田、田中会長エレクトのほか中西

●その他の報告

（啓）・池尻・村本・山本（昌）・野村・北野会員の計９名

●会務報告 「会長の時間」「幹事報告」

で構成いたします。よろしくお願いいたします。

●SAA報告 ニコニコ箱
●卓 話 「涙活（るいかつ）で営業力アップ！」
橋本 昌人 様
●閉会 「点鐘」

11日は地区RACの献血活動に参加してまいりました。
RACメンバーも自ら献血して、その後の食事もたっぷ
りとっておられました。コロナ禍の中、貴重な交流の機
会となったようで、皆楽しそうにしていました。親睦の
大切さを改めて実感しました。
また14日には、職業奉仕委員会の事業として、金光
八尾インターアクトクラブを対象に出前授業を行って
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幹事 松井 良介
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

いただきました。相馬委員長をはじめ委員会の皆様、

▼八尾RACの活動をできるだけ多くの皆様にご覧い

講師をしていただいた小谷会員、お疲れさまでした。

ただくため、11月からRACの例会へ委員会ごとに参加

詳しくは後日、卓話で報告していただきたいと思って

していただきたいと考えております。よろしくお願いい

おります。

たします。

そしておとといは、八尾RACの例会に出席しました。

▼次回例会後、PM1:40から理事会を開催します。

ロータリアンも多数出席いただき、平尾会員には卓話

▼11月の例会より、食事の提供を再開し、12：30開会

もしていただきました。RACメンバーも卓話を行い、例

に変更します。食事の準備がありますので、出欠の返

会時間が短く感じました。卓話の大切さを再認識しま

事を必ずお願いいたします。

した。12月のイルミネーション事業も八尾ＲＡＣと共同

▼赤い羽根募金の依頼が来ております。募金箱をま

で行っていきたいと思っております。密を避けるため

わしますので、ご協力をお願いいたします。

参加人数は制限する予定ですが、あたたかく見守っ
ロータリーの友紹介

てください。
また先日来お願いしております会員満足度のアン
ケート結果を配布しております。ご確認ください。残念
に思うのは、回答者数が23人にとどまったことです。後
日、詳細に報告したいと考えております。
さて例会についてですが、11月からは本来の12時30
分開始に戻したいと思います。そして食事を再開いた
します。皆様もコロナ感染拡大防止に、引き続きご協
力をお願いいたします。
できることから少しずつでもやっていきたいと思いま
すので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

▼原田 達也 会員
今月は、地域社会の経済発展月間です。また24日
は、世界ポリオデーです。
コロナ禍での自然災害として、熊本水害などでの支
援活動が掲載されています。当地区では大阪梅田Ｒ
Ｃの支援が紹介されています。
また今月は、米山月間でもあります。米山の関連記
事も掲載されています。
日本のロータリー100年では、写真で綴る歴史を振り
返ることができます。
世界ポリオデーにあたり、ポリオに関する活動も紹介

幹

事

報

告

▼先日開催した理事会の議事録を会報に掲載してお
りますので、ご確認ください。

されています。なおポリオは、アフリカにおいて根絶が
宣言されました。
講演記録では、セコマ社長の講演が収録されていま

▼10日に地区の公共イメージ向上セミナーが開催さ

す。セイコーマートは北海道を中心に展開するコンビ

れ、会長と富田会員に参加いただきました。

ニエンスストアで、弊社でも特注品のマットをかなり大

▼11日、地区のRAC献血事業が行われました。ご参

量に納品したことあります。この記事を読んで、改めて

加いただきました皆様、ありがとうございました。

立派な会社だと実感しました。

▼14日、職業奉仕委員会の出前授業が、金光八尾高
校で実施されました。
▼17日、地区の国際奉仕委員長会議が開催され、宮
川会員に出席いただきました。

そ の 他 の 報 告
▼社会奉仕委員会・平尾 貴英 委員長
17日に地区のクラブ社会奉仕委員長会議に出席し

▼17日、地区の社会奉仕委員長会議が開かれ、会長

てきました。先日の八尾RACの献血活動では385名を

と平尾会員にご参加いただきました。

受け付け、この会場が人数は一番多かったようです。

▼19日に八尾RACの例会が開催され、会長ほか多数

また他クラブの取り組み例も紹介され参考になりました。

の皆様にご参加いただきました。

また大阪府から、薬物乱用防止の募金の依頼が届

▼23日、ＩＭ第４組の会長・幹事会が開催されます。会

いております。募金箱をまわしますので、ご協力をお

長と幹事で出席してまいります。

願いいたします。

▼ローターアクト委員会・児林 秀一 委員長
11日のRAC献血にご参加いただきました皆様、あり

こうした良い商品をもっと流通させることができないか
と考えました。

がとうございました。八尾RACも頑張っております。当

大阪は割烹の文化が発展している地域です。エフェ

日は他会場も含め、一番多く献血者を受け付けること

クトデザインという会社を立ち上げ、青果流通で生産

ができました。また本日例会後、委員会を開催します。

者から中抜きでコストを下げ、直接実需者へ届ける仕
事をしています。各地の野菜を届けていきたいという

▼60周年実行委員会・長竹 浩 会員
本日例会後、実行委員会を開催します。

思いで、省力化や加工に取り組んでいます。
このほかにも果物を加工して販売する会社も運営し
ています。果実を食べるのに手間がかかるという声を

卓

話

受け、生で加工して出荷しています。５年前に創業し

「私を語る」

て展開している事業ですが、特許もとっています。皮

▼福村 修一 会員

のかたいものを酵素で溶かし、食べられるようにする

ニコニコでたくさんの応援をい
ただき、ありがとうございます。

技術です。
ロータリークラブに入会させていただき、ここで勉強

私は1969年生まれで、3人の息

して、社会にも貢献していきたいと考えております。今

子がいます。長男はすでに社会人になっています。

後もよろしくお願いいたします。

私は泉北ニュータウンで幼少期を過ごし、1984年に
就職しました。95年にはWindows95が発売され、イン

▼谷口 善紀 会員

ターネットで情報が吸収できる時代になっていきまし

名前は少し読みづらいかもし

た。高卒で就職難の時代でしたが、野菜なら食いっぱ

れませんが、「よしのり」と申しま

ぐれがないだろうと考え、中央卸売市場へ就職し、東

す。家族は妻と娘１人、ねこ２匹

部市場で勤務しました。

がいます。娘は小学３年生です。休日は歌が好きな娘

野菜の流通に携わりましたが、野菜というのは生産

に付き合って、カラオケに行ったりしています。娘は歌

者が点在して各地域から出荷されるものを、農協など

が上手ですが、私はそれほどでもありません。ゴルフも

が集約してます。それを束ねるのが、中央卸売市場で

最近、再開しました。

す。その中で仲卸業者に勤務し、スーパーなど販売
店などに流通する仕事をしました。

タバコは吸いません。口腔衛生の仕事なので、当社
では全社員が禁煙です。クリエイトという会社の社長を

当時の市場では、取引の7～8割がセリで行われて

しております。歯ブラシをはじめ糸ピックス、歯間ブラ

いました。そこでいろいろな気づきがありました。セリは

シなどを企画、製造して供給しています。また美容歯

非常にスピーディーに行われるのですが、その中でも

ブラシや、喉つきを防止するためにネックが曲がる子

普段からの業者同士の付き合いなども反映しながら取

ども用歯ブラシも製造しています。

引されていくのです。この複雑かつ高度なマーケティ
ングは、非常に勉強になりました。

生まれは東京ですが、幼稚園のころ関西に移りまし
た。奈良県に住み、中央大学法学部へ進学、ＯＡ機

22年間勤務するうちに、やりたいことがいろいろと出

器関連会社に就職しました。歩合制の給与にひかれ

てきました。青果物の抱えるテーマについていろいろ

たのですが、毎日終電で帰るような、今で言うかなりブ

と考え、生産方法やトレーサビリティなど、今の会社を

ラックな企業でした。それでも努力して、営業成績で

出て取り組めないかと考えるようになりました。

全国１位にもなれました。雑誌にトップセールスマンと

そこで12年前に、地場野菜の流通会社を立ち上げ
ました。大阪は地場野菜が非常に優秀で、八尾にも
枝豆やわかごぼう、小松菜などの農産品があります。

して紹介されたこともあります。
10年ぐらい勤めたところで「帰ってこないか」と先代に
声をかけられ、転職しました。仕事は順調に進みまし

たが、子どもが生まれたのは遅く、妻が41歳で出産し
ました。
父は病気の検査ということで入院したのですが、結
果的にそのまま帰らぬ人になりました。突然のことで、
残念でなりません。かくして私が社長に就任し、今月
で８期目の決算を迎えます。勉強会などにも参加し、

例会出席時のチェックリスト
□発熱、風邪の症状はありませんか？
□会場内では、マスクの着用を
□人との距離を２ｍ以上とってください
□ニコニコは、筆記用具をご持参下さい
□発言時はマイクに触れないで

経営についても学んできました。
当社では、全従業員の人間的成長と物心両面の幸

□インフルエンザにもご注意を！

福を追求するとともに、お客様の笑顔と健康に奉仕す
ることを経営理念としています。八尾ＲＣに入会したと

様でした。谷口さん、福村さん「私を語る」頑張って下

きに戸田PGの本をいただきましたが、そこには「幸福

さい。

とは主観的断定」と書かれていました。これには同感し

▼山陰会員 福村さん、谷口さん、今年入会の男前2

ています。社員は13名いますが、一体感が自慢です。

人の卓話楽しみにしてます。誕生内祝い。例会欠席

八尾ＲＣには先代がお世話になっていたこともあり、

お詫び。

会社が40周年の節目を迎えたところで私もお誘いを

▼長竹会員 福村さん、谷口さん、「私を語る」がん

受け、「利他的な活動で自分も成長できるのでは」と考

ばって下さい。

え入会させていただきました。これから出来ることはお

▼吉田・宮川・平尾・川村会員 福村会員、谷口会員、

手伝いしていきたいと考えておりますので、ご指導をよ

「私を語る」宜しくお願いします。

ろしくお願いいたします。

▼野村会員 先週はおでんにつきあっていただきまし
て、ありがとうございました。久々に楽しい時間でした。

ニ コ ニ コ 箱

▼児林会員 福村さん、谷口さん卓話期待しています。

▼飯田会長 福村さん、谷口さん、本日の卓話、リラッ

▼福田会員 朝晩寒くなってまいりました。みなさん、

クスして頑張って下さい。

ご自愛ください。

▼吉本副会長 次回例会から、食事を提供し、時間も

▼相馬会員 １４日職業奉仕委員会で、金光八尾高

元に戻してみます。皆様のご理解とご協力をお願いい

校にて、出前授業を開催させていただきました。委員

たします。

のみなさま、小谷会員ありがとうございました。おかげ

▼松井幹事 ご夫人誕生日。

様で盛況でした。

▼中西（啓）会員 例会欠席お詫び。

▼藤田会員 米山特別寄付金、ありがとうございます。

▼山本（勝）会員 神戸、中華街へ、ピータンだけを買

早退お詫び。

いに行きました。メチャ高い買物になりました。

▼北野会員 やっとすずしくなって、過ごしやすくなっ

▼柏木会員 出前授業が好評で良かったです。相馬

てきました。

委員長・講師の小谷さん、委員会のみなさま、お疲れ

▼谷口会員 本日は「私を語る」宜しくお願い致します。
ご夫人誕生日。

■ 出席報告

▼原田会員 本日もよろしくお願いします。

うち出席規定
メーク 確定
月日 会員数 出席 適用免除者 出席率 アップ 出席率
9/16

68

47

14

79.66％

10/7

68

45

11

80.36％

10/21 68

39

10

70.91％

八尾ロータリークラブ会報

0 79.66％

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

今後の予定
■11月

クラブ広報委員会

委員長 ▼ 富田
委 員 ▼ 中川

宏
將

副委員長 ▼ 菅野 茂人
川田 隆

