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国際ロータリー　第2660地区2016-2017年度

八尾ロータリークラブ　テーマ

会長　山本　昌市

奉仕への情熱と創意を
積み重ね、品格を高めよう

国際ロータリー　テーマ

国際ロータリー 会長　ジョン・ジャーム

人類に奉仕する
ロータリー

国際ロータリー 第2660地区　テーマ

国際ロータリー  第2660地区  ガバナー　松本  進也

The Ideal of Service
ロータリーの根幹精神

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

四つのテスト

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」
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▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング「国歌」「奉仕の理想」

▼ロータリーの目的の唱和

▼ゲストの紹介 米山奨学生三宅建様

▼ビジターの紹介

▼表敬訪問ご挨拶

大阪柏原ＲＣ

 会長　小原進様　幹事　伊谷祐一様

八尾東ＲＣ

 会長　中澤剛様　幹事　高橋広一様

八尾中央ＲＣ

 会長 藤木良顕様　幹事 片岡基博様

▼直前会長・副会長・幹事へバッジ贈呈

▼会長・副会長・幹事へバッジ贈呈

▼出席報告

在籍表彰

会員特別表彰

　在籍１０年　新宮一誓会員

　在籍１０年　奥谷英一会員

　在籍１０年　山陰恭志会員

　在籍　５年　児林秀一会員

会員年次表彰

　在籍２１年　山本昌市会員

　在籍１４年　笠井　実会員

　在籍１３年　川田　隆会員

　在籍１３年　飯田寛光会員

　在籍１３年　山田博義会員

　在籍１３年　吉本憲司会員

　在籍　７年　水野雅由会員

　在籍　６年　野村俊隆会員

　在籍　４年　西　秀樹会員

　在籍　２年　中西広美会員

▼お誕生日お祝い

　坂本憲治・川田　隆・西　秀樹・

　井川孝三・菅野茂人会員

▼米山奨学金贈呈

▼委嘱状伝達

諮問委員会委員　戸田　孝会員

諮問委員会委員　松本新太郎会員

地区研修委員会委員 井川孝三会員

インターアクト委員会

　委員　田中康正会員

　委員　中西広美会員

▼その他の報告

▼会務報告「会長の時間」「幹事の時間」

▼ＳＡＡ報告　ニコニコ箱

▼卓　話　「会長所信表明」

　山本昌市会長・山陰恭志幹事・

　中西広美副幹事

▼閉　会　「点　鐘」



▼卓話予告

7/13　「活動計画」

クラブ管理運営委員会　田中康正副会長

会員増強委員会　山田博義委員長

出席委員会　野村俊隆委員長

親睦活動委員会　村本順三委員長

ＳＡＡ委員会　水野雅由委員長　

プログラム委員会　児林秀一委員長

クラブ研修委員会　宇野泰正委員長

　いよいよ今年度最終例会となりました。

最後まで多くの皆さまに例会出席をいた

だきまして感謝いたしております。

　先週の木、金曜日に飯田幹事共々越

中八尾に行ってきました。目的は９月３、

４日に予定しております親睦委員会行事

「越中八尾　おわら　風の盆」の下見、打

合せです。風の盆は、艶やかで優雅な

女踊り、勇壮な男踊り、哀調のある音色

の胡弓などを奏でながら町内を練り歩く

来訪者を魅了する素晴らしい踊りです。Ｊ

Ｒ八尾駅には越中八尾ＲＣ会長の松本

さん、次年度会長の福島さんにお迎え

いただきました。町内を案内いただき打

合せを済ませ夕食となりましたが全会員

の半数近くの11名もの会員が参加され、

二次会にも案内されて大変なおもてなし

を受けました。

　この風の盆を行っている八尾町11町内

の人口が5,000人、そこへ平成25年の実

績では１日が12万人、２日が６万人、３日

が５万人の計23万人の人出です。多い

日は人口の約24倍が町に押し寄せるの

ですから混雑ぶりが想像できます。しか

しそれだけの人々が訪れる値打ち見応

えがあるとも言えます。バスでの乗り入れ、

食事、帰路と最善の策を観光業を営ま

れておられます松本会長と話し合い決

めてきました。皆さんの行き帰りも便利で

楽なようにとＪＲ特急で金沢まで行き、バ

スに乗り換え町内会食会場の近くまで行

けるようになりました。このような機会はま

たとないチャンスだと思います。是非多く

の皆様にご家族共々参加いただき風の

盆を楽しみ、また越中八尾ＲＣの皆様と

友好を深めていただきたいと思います。

▼清水会員より、西武百貨店のお中元

カタログをお配りしております。

▼本日午後、市民憲章推進協議会の総

会が開かれ、村本会長が出席されます。

▼55周年実行委員会・池尻 誠 委員長

　今年度は55周年に関し、皆様にご協

力いただきありがとうございました。本日

お配りしております、記念誌が完成しまし

た。またゆっくりご覧ください。

▼野田　重夫　会員

　６月末で退会させていただくことになり

ました。長きにわたり皆様には、お世話

になりました。学ばせていただいたことを、

私の携わる社会福祉の分野にもいかす

ことができ、感謝しております。

　本職の都合で例会を欠席することも多

く、ご迷惑をおかけしました。平成１８年

に入会以来、自分の中でもRCは大きな

存在でした。いろいろと学んだことをもっ

て、これからも社会に貢献できるよう努力

していきたいと考えております。

　また皆様からはあたたかい慰留の言葉

いただきました。またどこかでお目にか

かる機会あるかもしれませんので、よろし

くお願いいたします。改めて皆様に、お

礼申し上げます。ありがとうございました。

▼三宅　博　会員

　いろいろとご無理をお願いしており、申

し訳ございません。何とか勝ち抜いてご

期待に応えることができるよう、頑張って

おります。ご支援に感謝いたします。

「１年を振り返って」

▼村本　順三　会長

　年度前、会計予算の編成で大変苦労しまし

た。会員減による会費収入減の割には固定費

が減っておらず、慣例通りでは単年度決算が

赤字になる状況でした。そこで委員会の皆様

には大幅削減をお願いし、ご協力を頂き何とか

収入に見合った支出に収めることができました。

　この事で会員増強、会員数維持がいかに大

事かよくご理解いただけたと思います。その後、

会員増強委員会では純増１０名の大きな目標

を掲げご健闘をいただき、最近では珍しい７名

もの若い新人に入会いただきました。残念なが

ら退会者も出ましたが　純増４名の５７名で終え

ることができました。会員増強委員会を始めご

協力いただきました皆様に感謝します。

　７月８日、例会後の初親睦会はあいにくの大

雨の中の長谷寺参拝でした。食事は本格的フ

ランス料理「る・弁慶」で美味しい料理と稲田会

員の義父、オーナーシェフで国際観光レストラ

ン協会会長の尾川欣司氏より奈良の料理につ

いてご講演いただき楽しい時間を過ごしました。

　８月３日には、職業奉仕委員会主催で新入

教員研修セミナー「八尾ものづくりを学ぶ」をさ

くら精機で実施。７名の先生と教育サポートセ

ンターより２名が参加されました。工場見学後、

感想をいただきました。

　８月１７日には「リーダー研」、続いて１８～１９

日の曽爾高原「自然の中で」を共催、１月に市

教育委員会より卓話で報告いただきました。

　９月３０日は例会後にクラブ研修委員会主催

のロータリーカフェが開かれ、コーヒーを飲み

ながら楽しく過ごしました。その後も何度か開か

れ、皆様との楽しい語らいの場となっています。

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告 

卓 　 　 　 話

会 長 の 時 間



　１０月２１日は例会も兼ねて日帰り親睦旅行、

２９名が参加。近江八幡での水路めぐり、市街

観光はガイドに説明を受けながらの中身のある

観光で、メンタムで有名な近江兄弟社の創設

者であるヴォーリーズが建築家でもあり現在建

替え工事中の心斎橋大丸本館などの設計をし

ていた事も知り親しみを感じると共に大変勉強

になりました。

　１１月８～１０日、台北東ＲＣの周年事業に国

際奉仕委員会宮川委員長以下５名参加いた

だき友好を深めていただきました。

　１１月２５日、年次総会が開催され、全会一致

で次年度理事役員とクラブ戦略計画委員会委

員が承認されました。このクラブ戦略計画委員

会はRCの特徴でもある単年度制の欠点を補い

複数年に亘る中長期のクラブ運営の方向性を

継続的に考える諮問機関的な委員会です。八

尾RCの長年に亘る方向付けが議論される有意

義な委員会になると期待しています。

　１２月は地区大会初日の本会議、式典ともホ

ストである大阪RCの人脈の太さを感じる立派な

地区大会でした。

　１２月１６日、忘年家族会が帝国ホテル大阪

で多くの会員、会員ご家族にご参加いただき

開催されました。ゴスペルライブもあり楽しいひ

と時を過ごしました。

　２月１１日、４組ロータリーデーが開催されまし

た。テーマは「ＩＭ第４組ロータリーデーを考え

る」、サブテーマ「京のお・も・て・な・し」でした。

　３月２３日は実行委員会を９回開催して準備

を進めてきました八尾RC創立５５周年記念式

典を、１０９名でリーガロイヤルホテルで開催し

ました。永年在職表彰として戸田孝PG、第３０

代会長佐野清会員に表彰状と花束を贈呈いた

しました。引き続き「５５年の思い出」と題したお

話を松本新太郎PGにご講演いただきました。

　松本PGのお話も大好評で素晴らしい式典・

祝宴だったと自負しておりますがご意見、反省

点もあったと思います。次回の式典は６０周年

の大きな節目ですので、もっと素晴らしい式典、

祝宴にしていただきたいと思います。

　５月１５日の日曜日に市立総合体育館で創立

５５周年記念事業として「2016車椅子バスケット

ボール西日本女子リーグ八尾大会」を主催し、

多くの会員の皆様、各種ご団体、関係者のご

協力で大成功のうちに終えることができました。

約1,000名の方にお越しいただき障がい者スポ

ーツへの理解を深めていただいたと思います。

新宮・社会奉仕委員長を始め、ご協力いただ

きました皆様本当にご苦労様でした。

　５月１８日例会後、新入会員研修セミナーが

クラブ研修委員会主催で犬鳴山温泉不動口

館で開催されました。佐野・居相会員にロータ

リーの素晴らしさを語っていただき、４テーブル

に別れてグループ意見交換をし４名の新入会

員より感想をいただきました。入浴後、鴨鍋の

懇親会に入り大変中身の濃いセミナーでした。

　５月２９日から国際大会が、韓国で開催されま

した。宮川国際奉仕委員長を始め１０名もの多

くの会員のご参加をいただき、ロータリー国際

交流を深めていただきました。

　以上が今年度の会長目線からの主な出来事、

行事です。現在の例会や奉仕活動を続けるた

めには最低会員数６０名は欲しいと思います。

もう少しです、次年度も会員増強に努めていた

だきたいと思います。

　今年度、クラブのテーマを「リラックスロータリ

ーで楽しく豊かな人生を」とさせていただきまし

たが、終わってみると「ロータリーをシッカリ勉強

して楽しく豊かな人生を」だったと思います。

　本当に不束者の私を笠井副会長、飯田幹事

にフォローいただきありがとうございました。また

先輩諸氏よりご指導、ご教授をいただきながら

の１年でした。皆様本当にありがとうございまし

た。

▼村本会長　１年間大変お世話になり

ました。感謝・感謝です。

▼笠井副会長　皆様お世話になりあり

がとうございました。八尾ロータリーのご

繁栄を祈念いたします。

▼飯田幹事　最終例会となりました。１

年間ありがとうございました。

▼佐野会員　村本会長・執行部の皆様

一年間お疲れ様でした。佐々木先生あ

りがとうございました。

▼松本会員　皆様１年間お疲れ様でし

た。

▼中島会員　誕生日ありがとうございま

す。７９才。

▼高井会員　村本会長外、執行部の

皆様一年間ご苦労様でした。

▼居相会員　村本会長・笠井副会長・

飯田幹事１年間ご苦労様でした。

▼中西（啓）会員村本会長及び執行部

の皆さん一年間ありがとうございました。

▼池尻会員　執行部の皆様１年間お

疲れ様でした。

▼中川（將）会員　最終例会　会長・幹

事・副会長・副幹事・理事役員の方々

お疲れさまでした。

▼山本（昌）会員　入船あれば出船あり

村本会長、役員の方々ご苦労様でした。

▼山本（勝）会員　松井良介さん、本日

は大変お世話をかけました。ありがとう

ございました。長竹さん大きなすいかを

ありがとうございました。

▼井川会員　村本会長はじめ、理事・

役員の皆様一年間ご苦労様でした。

▼菅野会員　おいしいコーヒーありがと

う。一年ごくろうさんでした。

▼今西会員　村本会長、理事、役員の

皆さまご苦労様でした。

ニ　コ　ニ　コ　箱



▼稲田会員　一年間お疲れ様でした。

笠井さん先日はお世話になりました。

ありがとうございました。

▼川田会員　理事、各委員長のみなさ

ん、お疲れ様でした。

▼吉本会員　一年間、皆様お世話に

なりました。

▼田中会員　皆様、本年度、大変お世

話になり、ありがとうございました。児林

会員、西会員、中西会員、先日はお世

話になりました。ご好意に感謝します。

▼濱岡会員　今年度の会長、理事役

員並びに会員の皆様大変お世話にな

り誠に有難うございました。

▼柏木会員　村本会長はじめ理事役

員の皆様、一年間お疲れ様でした。長

竹ＳＡＡ委員長一年間お世話になりま

した。奥谷会計理事引継ぎありがとうご

ざいます。

▼津田会員　例会欠席お詫び。一年

間有難うございました。

▼松井会員　１年間お疲れ様でした。

▼野田会員　永きに渡り、大変お世話

になりました事、ありがとうございました。

感謝、致しております。

▼奥谷会員　村本会長、飯田幹事はじ

め役員の皆様、１年間ありがとうござい

ました。

▼澁谷会員　村本会長１年間お疲れ

様でした。

▼松村会員村本会長はじめ理事役員

の皆様、一年間ありがとうございました。

▼吉田会員　お疲れ様でした。

▼水野会員　今年１年お疲れ様でした。

来年ＳＡＡに対するご協力宜しくお願

い致します。

▼野村会員　皆様一年間お疲れ様で

した。ありがとうございました。

▼西村会員　１年間ありがとうございま

した。笠井さんお世話になり、有難うご

ざいました。

▼小谷会員　つたない進行でしたが、

１年間お世話になりました。中西広美さ

ん１年間無欠席で頑張って下さい。

▼中西(広)会員　皆様１年間ありがとう

ございました。次年度も宜しくお願い致

します。先日は児林さん田中さん西さ

ん大変お世話になりました。

▼富田会員　ありがとうございました。

次年度も宜しくお願い致します。

▼長竹会員　皆様大変お世話になりま

した。有難うございました。

本日の合計 　　　   234,000円 

　累　　計　　　  　 3,918,000円

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 ▼ 小谷　逸朗　　副委員長 ▼ 奥谷　英一
委 　員 ▼ 池尻　誠　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

6/15

6/22

6/29

会員数

58

58

58

出席

42

40

47

（内出席規定適用免除者）

5

6

7

メークアップ

1

出席率

82.35％

76.92％

88.68％

確定出席率

84.31％

今 後 の 予 定
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