
　

▼卓話予告

7/20　「活動計画」

職業奉仕委員会　長竹　浩委員長

社会奉仕委員会　宮川　清委員長

国際奉仕委員会　稲田賢二委員長

青少年奉仕委員会

　　吉田法功委員長

クラブ広報委員会

　　小谷逸朗委員長

7/27　「活動計画」

ロータリー財団委員会

　　松村康司委員長

米山委員会　松井良介委員長

クラブ戦略計画委員会

　　居相英機委員長

8/3　ＲＩ２６６０地区危機管理委員

会　岩津陽介副委員長（大阪御

堂筋本町ＲＣ）

　本年度、会長を仰せつかりまし

た。分不相応ですが、精一杯務

めてまいりますので、よろしくお願

いいたします。

八尾ロータリークラブ　2016－2017年度　　　会長　山本　昌市　　　幹事　山陰　恭志
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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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会 長 の 時 間

▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング

　　「それでこそロータリー」

▼ロータリーの目的の唱和

▼ゲストの紹介

▼ビジターの紹介

東大阪中央RC

　ＩＭロータリーデー実行委員長

　　　浅野　光男様

　ガバナー補佐エレクト

　　　百済　洋一様

▼出席報告

▼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　「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

▼閉　会　「点　鐘」



　前年度の村本会長をはじめ理

事・役員の皆様、一年間ご苦労様

でした。本年度は57名でスタート

いたします。

▼３日に米山総会が開かれ、会

長と三宅建さんが出席されました。

▼本日例会後、理事会を開催し

ます。

▼表敬訪問として８日に八尾東

RCへ、12日に大阪柏原RCと八尾

中央RCへ、会長・幹事で訪問し

てまいります。

▼次週例会後、初親睦会を開催

します。

▼大阪柏原RC・小原進会長

　いつもご指導いただき、ありがと

うございます。当クラブは今年で

創立47年になります。会員数27名

でスタートいたしました。

　これからもお世話になります。ど

うぞよろしくお願いいたします。

▼大阪柏原RC・伊谷祐一幹事

　金光八尾高校のPTA会長を務

めております。日頃はインターア

クトクラブへのご支援をいただい

ており、ありがとうございます。

▼八尾東RC・中澤剛会長、

高橋広一幹事

　初例会、おめでとうございます。

今年度、当クラブでは会員数28

名で、身の丈に合った活動を行っ

ていきたいと思っております。

　いろいろと勉強させていただき

たいと思っておりますので、一年

間よろしくお願いいたします。

▼八尾中央RC・藤木良顕会

長、片岡基博幹事

　日頃から何かとご支援、ご指導

いただき、特に３年前の福家ガバ

ナー輩出時は多大なお力添えを

賜り、改めて感謝申し上げます。

現在会員数は16名です。よく「大

丈夫か」と聞かれますが、事務局

移転や会費値下げなど工夫して

おります。また退会がある一方で

入会者もあり、努力しております。

一年間よろしくお願いいたします。

▼親睦活動委員会・

　　飯田　寛光　副委員長

　次週例会後、初親睦会に出か

けます。バスで室生寺を訪問し、

フレンチの夕食をお楽しみいただ

きます。

「会長所信表明」

▼山本　昌市　会長

　55年の輝かしい歴史を持つ八

尾RCで、浅学非才の私が会長の

大役を務めさせていただくことは、

栄誉なことであるとともに、身の引

き締まる思いがいたします。責任

を痛感するとともに、クラブの歴史

と伝統を汚すことなく、次の年度

へとしっかりとつないでいく所存で

すので皆様のご指導、ご理解、ご

協力をよろしくお願いいたします。

　私は八尾の老原に生まれ、これ

まで一度もこの村から離れたこと

がありません。平成７年に池尻会

員の紹介で入会させていただき、

今日に至ります。

　昭和５９年、設計事務所を開設

しました。高校生のころに開催さ

れた万博から興味を持つようにな

りました。現在は還暦も過ぎ、建

築への考えも変わりつつあります

が30年、50年、100年使うものを作

っていきたいと思っております。

　さて今年度のRI会長はジョン・ジ

ャーム氏で、テーマは「人類に奉

仕するロータリー」です。奉仕を広

く世界で実践しようという大きな目

標に向け、世界でよいことをする

ため伝統を継承しようとのことです。

　また第2660地区のガバナー方

針は「The Ideal of Service～ロー

タリーの根幹精神」です。松本進

也ガバナーは大阪北RC所属で

す。社会に向け具体的な行動を

起こしていくことを説かれています。

　具体的目標として、５つの項目

を挙げておられます。基本理念の

周知と実践、ガバナー月信のペ

ーパーレス化によるIT化の促進、

ロータリー財団の100周年記念プ

ロジェクト、戦略計画の推進、そし

てIMの再編成です。

　これらの方針を真摯に受け止め、

当クラブの今年度のテーマを「奉

仕への情熱と創意を積み重ね、

品格を高めよう」としました。RI会

長と地区ガバナーの方針を理解

し、計画を実施してまいります。

そ の 他 の 報 告

表 敬 訪 問 ご 挨 拶

幹　事　報　告 

卓 　 　 　 話



　各委員会には、次週より卓話で

活動計画を発表していただきます。

皆様に今年度の計画をご理解い

ただくことで、真の親睦が生まれ

てくると思います。

　クラブテーマの「奉仕への情熱

をもって」というフレーズにつきま

しては、人は一人では生きていけ

ないものです。他人のことを真剣

に考えることで、初めて幸せを手

に入れることができるのではない

でしょうか。情熱を持てば、役割

が見えてくるはずです。そういう積

み重ねが大切です。

　そして例会への出席は、基本中

の基本といえるでしょう。なぜか近

年はその意識薄れつつあるように

感じますが、ロータリーの精神を

充電するためにも、まず例会への

出席が重要です。

　そのためにも、例会の内容を充

実させていきたいと考えておりま

す。楽しい例会は、クラブ活性化

にもつながるはずです。

　また「品格を高めよう」は、個人

のモラルを再構築するためには、

品格が必要だということです。ロ

ータリーは社会の縮図でもありま

す。ここで人間に磨きをかけてい

かねばならないと思います。それ

が日常の、何気ない行動にあらわ

れるのではないでしょうか。

　品格は環境によって形成されま

す。八尾RCを、人をつくる場にし

ていきたいと考えております。

　以上のような思いで、テーマを

決めさせていただきましたが、今

後も皆様のご意見をうかがいなが

ら、クラブを運営させていただきま

すのでご指導、ご鞭撻いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。

　松本パストガバナーが55周年式

典の講演で「会員にメリットを与え

られるクラブ運営ができているか。

楽しいクラブにするために、全員

が努力を惜しまないことが大切」

などとおっしゃっていました。

　今日まで築き上げられた素晴ら

しい伝統を継承し、そして時代に

即した活動を展開しながら、相互

交流を深めてまいりたいと思いま

す。皆様のご理解とご協力を、切

にお願いいたします。

▼山陰　恭志　幹事

　一年間、幹事を務めさせていた

だきます。何かとご迷惑かけること

もあるかと思いますが、広い心と

友情でお許しいただければ幸い

です。会長のテーマを理解し、成

長していければと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

▼中西　広美　副幹事

　入会歴がまだ浅く、わからないこ

とばかりですが、皆様どうかあたた

かく見守っていただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。

▼山本（昌）会長　「初心忘れず」

を積み重ねていきたいと思います

ので、１年間、良きお付き合いお

願い申し上げます。在籍内祝い。

▼田中副会長　本年度よろしくお

願 い し ま す 。 全 力 で 頑 張 り ま

す！！

▼山陰幹事　本年度１年よろしく

お願いいたします。

▼佐野会員　５６代山本会長初め

執行部各委員長宜しくお願い申

し上げます。

▼松本会員　ニコニコよろしく。

▼居相会員　山本昌市新会長を

はじめ幹事、理事のみなさん一年

間頑張って下さい。

▼坂本会員　山本会長・田中副

会長・山陰幹事一年頑張って下

さい。誕生内祝い。

▼池尻会員　頑張って下さい。

▼寺坂会員　今期もニコニコ御協

力お願い致します。

▼中川（將）会員　山本昌市会長、

初例会を祝して。

ニ　コ　ニ　コ　箱

日時 ：２０１６年７月６日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.委員会構成表の件

3.2016-17予算の件

4.上半期会費請求書の件

5.各クラブ表敬訪問の件

6.「八尾を学ぶ研修」の件

7.第39回「八尾河内音頭まつ

り」協賛の件

8.インターアクト海外研修の件

9.新入会員の件（幡田賀紀様）

10.初親睦会事務局・松下先生

参加の件

11.地区運営資金・地区活動資

金・地区大会資金送金の件

12.出席規定適用免除者確認

の件

13.越中八尾ＲＣ訪問の件

14. 樋口智也会員退会の件

理 事 会 議 事 録



▼村本会員　やれやれです。山

本会長頑張って下さい。

▼小山会員　山本丸の皆さん、本

年度一年間宜しくお願いします。

▼中川（廣）会員　山本会長１年

間よろしくお願いします。早退。

▼山本（勝）会員　猛暑日にもか

かわりませず野球の練習に参加

頂きありがとうございました。

▼井川会員　山本会長はじめ、

理事・役員の皆様一年間よろしく

お願いします。（この一年、山本

会長をハゲ増していきたいと思い

まず）

▼菅野会員　初例会おめでとうご

ざいます。一年がんばって下さい。

▼今西会員　山本会長はじめ理

事、役員の皆様、ご１年間よろしく

お願い申し上げます。

▼稲田会員　今年度よろしくお願

いします。バッジ忘れ。

▼宇野会員　本年一年よろしく。

▼飯田会員　執行部の皆様１年

間ご苦労様です。山陰幹事、頑

張って下さい。

▼川田会員　在籍内祝い。誕生

内祝い。

▼山田会員　１年間宜しくお願い

します。

▼吉本会員　今年度も皆様よろし

くお願いいたします。

▼柏木会員　山本昌市会長初例

会おめでとうございます。本年度

会計でお世話になります。

▼津田会員　新年度、役員の皆

様よろしくお願いします。

▼松井・長竹・松村・吉田会員　

本年度も宜しくお願い致します。

▼水野会員　今年１年宜しくお願

い致します。在籍内祝い。

▼宮川会員　山本昌市会長年度

おめでとうございます。

▼野村会員　新年度よろしくお願

いします。在籍内祝い。

▼児林会員　新年度がんばって

下さい。

▼西村会員　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　本年度も宜しくお願

い致します。

▼小谷会員　今年１年よろしくお

願いします　　　　　　　。

▼中西(広)会員　今年度も宜しく

お願い致します。在籍内祝い。

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

6/22

6/29

7/6

会員数

58

58

56

出席

40

47

42

（内出席規定適用免除者）

6

7

6

メークアップ

2

出席率

76.92％

88.68％

84.00％

確定出席率

80.77％

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

理事会

初親睦会

月

月 火 水 木 金 土 日

インターアクト海外研修（フィリピン・セブ）

理事会

自然の中で

リーダ
ー研

（例会休会）

地区財団
セミナー

会員増強・新クラブ
結成推進月間

月
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