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第 2065 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

③ ビジターの紹介

④ 新入会員入会式  安田
や す だ

憲司
け ん じ

新会員

⑤ 会員及び会員夫人誕生月祝

鈴木会員、筒井会員、奥田夫人

⑥ 会員結婚記念日祝 鈴木会員

⑦ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑧ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑨ 卓話 ｢ロータリー財団について｣

           辻田 摂Ｒ財団委員長

⑩ 閉会 点鐘

＊例会前：11月度定例理事会

第 2066 回例会 11 月 13 日（金）

☆｢ロータリーの友｣紹介

        長尾 穣治広報・雑誌委員長

☆卓話「文化とコミュニケーション」

品川 芳洋会員

ニコニコ箱

●四輪会お疲れ様でした。武田さんありがとうござ

いました。

長尾さん、卓話よろしくお願いします。

  上田 郁生会員

●長尾さん、卓話がんばって下さい。鈴木 洋会員

●今回が 10月最後の例会ですね。過ぎるのが早いで

す。

長尾さん、卓話よろしくお願いします。

    石川 義一会員

●長尾会員の卓話楽しみです。 桑田 タア子会員

●長尾会員、卓話楽しみにしています。

森下 慶治会員

●長尾さん、卓話ご苦労様です。格調の高い処、教

えて下さい。         奥田 長二会員

●つたない卓話になりますけど申し訳ございませ

ん。             長尾 穣治会員

●昨日は四輪会コンペありがとうございました。

武田 大輔会員

２０１５年１１月６日（金）第２０５２号

2015 年 10月 30日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2064回 27名 13名 54.2％
出席義務免除

4名（出 1）

第2062回 27名 20名 83.3％
補    填

3名

Rotary International

国際ロータリー会長

K.R. ラビンドラン

2015‐16 年度 RI テーマ

四四四つつつのののテテテススストトト

言行はこれに照らしてから

1. 真実かどうか

2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるかどうか

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB
●創   立：１９７３年２月２３日

●会   長：上田 郁生

●幹   事：上山 惣太

●会報委員長：堀内 伸也

ベテランと若手の団結で

品格あるロータリー活動を！



2. 従業員にとって働きやすい環境が整った企

業であること

3. 女性が活躍している企業

世界シェア 50品目中、日本企業は 9品目で世界

シェア首位

・白色 LED → 日亜化学工業（約 25.4％）

・CMOC イメージセンサー → ソニー（約 39.5％）

・デジタルカメラ

→ キャノン（約 31.4％）

  2 位 ニコン（約 22.8％）

3位 ソニー（約 16.3％）

・レンズ交換式カメラ → キャノン（約 43.3％）

・産業用ロボット → ファナック（約 16.6％）

・自動車 → トヨタ（約 11.4％）

・ゲーム機器

→ ソニー・コンピューターエンタテイメント

（約 42.9％）

・炭素繊維 → 東レ（約 36％）

・マイコン

→ ルネサスエレクトロニクス（約 21.5％）

国内での各業種別

自動車（販売台数別）

1位 トヨタ（146 万台）

2位 ホンダ（78 万台）

3位 スズキ（75 万台）

銀行（総資産別）  

1 位 三菱東京 UFJ（286.1 兆円）

2位 みずほ（189.6 兆円）

3位 三井住友（183.4 兆円）

コンビニ（売上高別）

1位 セブンイレブン（4兆 82 億円）

2位 ローソン（1兆 9619 億円）

3位 ファミリーマート（1兆 8601 億円）

スーパー（売上高別）

1位 イオン（7兆 785 億円）

2位 セブンアイホールディングス

（6兆 389 億円）

会長の時間

昨日、四輪会ゴルフコンペに参加してきました．

今まではゴルフがあまり得意ではなので一度も参加

していませんでしたが、今回は当クラブがホストク

ラブとしての開催でしたので、「ホストクラブの会長

は参加してもらわないと困る！」と親睦委員長から

のプレッシャーもあり、初めて参加させていただき

ました。

初参加ということもあり最初は緊張していました

が、時間が経つにつれ緊張もほぐれ、初めて会った

他クラブの方とも会話が弾み、有意義な親睦になり

ました。地区大会等の大きな集まりでは他クラブの

方との交流が難しい面もありますが、趣味を通じた

ラフな感じの会は、会話も弾み、良い情報交換の場

になります。

これからはこのような親睦の会には積極的に参加

し、他クラブの方と交流を深めていきたいと感じま

した。

幹事報告

①次週は新入会員の入会式がございますのでよろし

くお願いします。

「日経業界地図」

長尾 穣治会員

日本経済新聞社 2016 年版より

将来伸びる企業 3つの条件

1. 海外での事業展開や現地企業の買収など、攻め

の姿勢が持てる企業であること

●今回合計 10,000 円

●累計  236,610 円



家電量販店（売上高別）

1位 ヤマダ電機（1兆 6643 億円）

2位 ビッグカメラ（8298 億円）

3位 エデイオン（6912 億円）

ホームセンター（売上高別）

1位 DCM ホールディングス（4307 億円）

2位 カインズ（3871 億円）

3位 コメリ（3169 億円）

ディスカウントストア（売上高別）

1位 ドンキホーテ（6124 億円）

100 円ショップ（売上高別）

1位 大創（3882 億円）

2位 セリア（1183 億円）

  3 位 キャンドウ（634 億円）

プロ野球観客動員数

1位 読売ジャイアンツ（301 万人）

2位 阪神タイガース（268 万人）

3位 福岡ソフトバンクホークス（246 万人）

四輪会御報告

親睦活動委員長 武田 大輔

10/29(木)第87回四輪会ゴルフコンペが春日台カ

ントリークラブ(奥田会員紹介)にて当クラブホ

ストで開催されました。

八尾 RC 13 名、大阪柏原 RC 6 名、八尾中央 RC 2

名、八尾東 RC 10 名の合計 31 名の参加者があり

晴天のもと親睦を深めることができました。当ク

ラブより参加いただきました会員 10 名の皆様本

当にご協力ありがとうございました。
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