
　

▼卓話予告

7/27　「活動計画」

　クラブ広報委員会　

　　小谷逸朗委員長

　職業奉仕委員会　

　　長竹　浩委員長

　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

　会計　柏木武生宜会員

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）

　「初心忘るべからず」という言

葉が今の私にふさわしいと思

っております。段階を登るごと

に、振り返っていくことが大切

です。これはロータリーのみな

らず、事業や家庭でも通じるこ

とだと思います。

　大きな目標に向かうとき、信

じた道を地道に進むことが重

要です。自問自答しながら一

年間、進んでまいりたいと思い

ます。
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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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vol.56
No.3

2016 7
20

会 長 の 時 間

▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング 「歓迎の歌」

▼新会員紹介　幡田賀紀会員

▼ビジターの紹介

大阪フレンドロータリークラブ

　会長　柴山　泰範　様

　幹事　栗原　大　様

▼出席報告

▼ロータリーの友紹介

　クラブ広報委員会

　　　小谷逸朗委員長

▼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」

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

クラブ戦略計画委員会・

　　居相　英機　委員長

▼閉　会　「点　鐘」



▼米山奨学生の三宅さんに、

お子様が生まれたそうです。

月曜日に男の子が誕生したと

のことです。

▼会費の請求書をお送りさせ

ていただいております。納入を

お願いいたします。

▼８日に八尾東ＲＣへ、12日

には大阪柏原と八尾中央ＲＣ

へ、会長と表敬訪問してまいり

ました。

▼本日例会後、初親睦会へ

出発いたします。

▼20日に金光八尾の夏季奉

仕活動が行われます。

▼樋口会員から退会の意志

表明がありました。明日お会い

して、お話ししてまいります。

▼本年度は事務局を禁煙にし

たいと思います。喫煙は指定

の喫煙所でお願いします。

▼東大阪中央RC・浅野光男・

ＩＭロータリーデー実行委員長

　今年度は当クラブが、ＩＭロ

ータリーデーのホストを務めさ

せていただきます。ロータリー

の基本は、やはり奉仕ではな

いか、ということで、奉仕をテ

ーマに決定しました。

　来年４月４日土曜日に開催

予定ですが、各クラブで今ま

でで一番良かった奉仕活動を

紹介していただきたいと考え

ております。他クラブが参考に

し、今後の活動に活かしてい

っていただきたいと願います。

　つきましては発表内容を、12

月までにご提出いただきたく

存じます。ご準備をいただくた

め、早めにおじゃまさせていた

だきました。

▼青少年奉仕委員会・

　　　吉田　法功　委員長

　20日、金光八尾インターアク

トクラブの夏季清掃活動に参

加します。皆様のご参加もお

待ちしております。

　地区より献血の案内が届い

ております。今月23日になん

ばなど５ヶ所で実施予定です。

　また秋のRYLAが10月8～10

日に、突破力をテーマに行わ

れます。

▼親睦活動委員会・

　　　村本　順三　委員長

　本日例会後、初親睦会を開

催します。

　また越中八尾おわら風の盆

へ、９月３～４日に訪問いたし

ます。本日出欠を回覧します。

▼三宅　博　会員

　この度は皆様から大変なお

力をいただきながら、私の力

不足で申し訳ない結果となっ

てしまいました。これからは皆

様に恩返しをしてまいりたいと

思っております。

「活動計画」

▼クラブ管理運営委員会・

　　　田中　康正　副会長

　まだまだ勉強不足ですが「常

に前向き」というモットーで頑

張っていきたいと思っておりま

す。一年間、何事も全力で、

自分の言葉に責任を持ってや

っていきたいと考えております。

　先日は、地区の会員増強セ

ミナーに参加しました。増強に

は各クラブでいろいろと工夫し

て、取り組んでおられます。ま

た、増強で成功しているクラブ

は、例会の出席率も高いです。

　今年度は地域密着型の奉仕

活動として、こども食堂などに

も取り組んでまいりたいと考え

ております。一年間、よろしく

お願いいたします。

▼会員増強委員会・

　　　山田　博義　委員長

　今年度の目標である純増６

名が達成できなかったら、退

会する覚悟で取り組みます。

理事会にも一度参加させてい

ただき、皆様にお願いできれ

ばと考えております。一年間、

よろしくお願いいたします。

そ の 他 の 報 告

ロータリーデーのご案内

幹　事　報　告 

卓 　 　 　 話



▼出席委員会・

　　　野村　俊隆　委員長

　今年度はまず、皆様ご自身

の出席率を自覚していただけ

るようにしていきたいと考えて

います。またメークアップにつ

いては、Eクラブなどをご案内

して、役立てていただきたいと

思います。

　個人の年間出欠表を作成し、

確認していただいて出席して

もらうように促してまいります。

また出席率の上位10名を発表

させていただきたいと思います。

　今年一年、皆様のご出席を

お願いいたします。

▼親睦活動委員会・

　　　村本　順三　委員長

　クラブ活性化の基礎を支え

ることができるような親睦活動

を行ってまいります。また、会

長のおっしゃる品格も大切に

していきたいと思います。

　早速本日、初親睦会として

室生寺へ出かけます。お食事

もフランス料理を楽しんでいた

だく予定です。ちなみに私は、

雨男ではございません。

　秋には越中おわら風の盆を

訪問します。越中八尾ＲＣのご

配慮により、素晴らしい予定と

場所を確保していただいてお

ります。多くのご参加をお待ち

しております。

　このほか忘年家族会は12月

14日にセントレジスホテルで、

春の親睦旅行を4月12日に実

施する計画です。皆様に「さす

がロータリー」と言ってもらえる

ような親睦をめざしてまいりま

すので、よろしくお願いいたし

ます。

▼SAA・水野　雅由　委員長

　例会は皆様のあたたかいご

協力のもとに運営されますの

で一年間、どうぞよろしくお願

いいたします。またニコニコに

ご協力いただいた方などに、

コーヒーを提供させていただき

ます。

　なお、皆様の思い出の曲をリ

クエストいただきましたら、演

奏させていただきたいと考え

ております。

▼プログラム委員会・

　　　児林　秀一　委員長

　例会では、品格を持った卓

話をお願いしてまいります。歴

代会長には、八尾RCの歴史

を語っていただければ、ありが

たく思います。私も含め、皆で

勉強していきたいと思います。

　今年度はまた、近隣３クラブ

と卓話の交換会をしていきた

いと考えています。このほか、

特別月間は各担当の委員長

にお話をお願いいたします。

▼クラブ研修委員会・

　　　宇野　泰正　委員長

　一人ひとりの会員の成長を

サポートして、素晴らしいロー

タリアンを育てていきたいと思

っております。

　まずは基本を把握することか

ら始め、ロータリーについて意

見を交わしたり、関心を持って

いただく、そしていずれは自

身のクラブを語れるように、と

いったことを学んでいきたいと

考えています。

　また研修親睦会として、情報

集会や炉辺会議などの座学

研修を数回し、ロータリーカフ

ェなど、いろいろと研修に励み

たいと思います。

▼山本（昌）会長　本年度、初

例会、皆々様のご協力、ご支

援ありがとうございました。本

日、初親睦会、お世話になり

ます。よろしくお願い申し上げ

ます！

▼田中副会長　本日の活動

計画卓話宜しくお願いします。

親睦旅行お世話になります。

▼山陰幹事　初親睦会、親睦

委員会の皆様よろしくお願い

します。在籍内祝い。

▼松本会員　緊褌一番。

▼中西（啓）会員　山本新会

長はじめ執行委員の皆さん一

年間よろしくお願い申し上げ

ます。

▼村本会員　本日の初親睦

会よろしくお願いします。

▼三宅会員　今回は皆様に大

変お世話になりながら結果を

出せず申し訳ありませんでし

た。これからはクラブの皆様に

ニ　コ　ニ　コ　箱



精一杯ご恩返しをさせて頂き

ますので今後共宜しくお願い

申し上げます。

▼山本（勝）会員早退お詫び。

▼井川会員　浅野さん、百済

さん、ようこそおいで下さいま

した。

▼小林会員　初親睦会お世

話になります。

▼今西会員　親睦委員会の

皆様お世話になります。

▼笠井・吉本会員在籍内祝い。

▼飯田会員　本日、初親睦会、

宜しくお願いします。お天気

は村本委員長次第。

▼濱岡会員　初日の例会欠

席深くお詫び致します。

▼柏木会員　本日親睦委員

会の皆様お世話になります。

山口さん、長竹さん、野村さん

ありがとうございました。

▼長竹会員　西村様先日は、

お世話になりました。

▼吉田会員　初親睦よろしく

お願いします。

▼児林会員　親睦旅行よろし

くお願いします。

▼小谷会員　今日も雨です。

やっぱり雨男は直前会長だっ

たんでしょうか・・・。

▼富田会員　山田先輩にピン

バッジ頂きました。目標６名増

強頑張って下さい。例会欠席

お詫び。

▼水野会員　雨、雨雨、雨男

はだれですか？

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

6/29

7/6

7/13

会員数

58

56

56

出席

47

42

44

（内出席規定適用免除者）

7

6

6

メークアップ

0

出席率

88.68％

84.00％

89.80％

確定出席率

88.68％

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

7月13日、室生寺方面へ訪問

初 親 睦 会 を 開 催
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