
　

▼卓話予告

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）

　白内障で通院していました際に

「生命だけは平等だ」という言葉が

目にとまりました。

　その人は医者になる決意をし

1973年、松原市に病院を開設。

離島医療にも取り組まれました。

徳田虎雄氏、徳洲会病院の創始

者の理念です。

　今では国内71病院の大きなグル

ープです。生命への愛と社会へ

の還元が根底にあるのだと思い

ます。「病院の質は、それを構成

する人の質だ」と述べられていま

した。

　思いはロータリーと共通のもの

だ、と感じました。八尾ＲＣも今年

度は、チーム一丸となり取り組ん

でいければ、と願っております。

▼先週例会後、初親睦会を開催

しました。親睦活動委員会の皆

様、ありがとうございました。

▼本日、夏の奉仕活動として金

光八尾高校の清掃活動が行わ

れました。青少年奉仕委員会を

はじめ、ご参加いただいた皆様、

ご苦労様でした。

▼23日に地区ローターアクトの
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会 長 の 時 間

▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング

　 「八尾ロータリー讃歌」

▼ゲストの紹介

　　米山奨学生　三宅　建様

▼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

▼閉　会　「点　鐘」



献血が府内５ヶ所で実施されま

す。

▼27日、大阪フレンドＲＣ様の例

会に、会長が表敬訪問予定です。

▼樋口会員と面会しましたが、

本人のご意志が固く、退会となり

ました。

▼幡田　賀紀　会員

　この度、入会させていただきま

した。まだまだ若輩者ですが、ご

指導をよろしくお願いいたします。

▼大阪フレンドＲＣ・

　　柴山　泰範　会長

　今年度、再び会長を務めさせ

ていただきます。当クラブは平均

年齢49歳の若いクラブです。体

を使った奉仕活動を行っていき

たいと考えております。

　２年後の20周年に向け頑張っ

てまいりますので、ご指導をよろ

しくお願いいたします。

▼栗原　大　幹事

　日頃から大変お世話になって

おります。私も２回目の幹事です。

まだまだ経験が浅いこともあり、

副幹事を３人おいて努力してま

いります。ご指導、ご鞭撻をよろ

しくお願いいたします。

▼クラブ広報委員会・

　　　小谷　逸朗　委員長

　ジョンFジャームＲＩ会長の紹介

記事が掲載されております。また

ロータリー財団が100周年を迎え

ることもあり、各クラブに寄付を呼

びかけておられます。

　さらに停滞する会員基盤につ

いては、ロータリアン自身の責任

にも言及されています。これまで

の例会は食事が中心でしたが、

柔軟な発想の必要性も説かれて

います。「例会を何回開いたかで

はなく、地域社会にどのような変

化をもたらしましたか」と問われ

ています。

　このほか今月号には、第2660

地区の松本進也ガバナーも紹

介されています。大阪北ＲＣ所

属で、入会以来28年皆出席だそ

うです。

　また大阪船場ＲＣの澤田会員

が執筆された記事では、青少年

交換学生としてアメリカ人の高校

生を受け入れ、フィリピンへ歯の

治療に行ったそうです。

　最後に「認知症はこわくない」と

いうタイトルの記事をご紹介しま

す。将来は認知症患者が５％に

なる時代が来るかもしれないそう

ですが、ロータリー活動も認知症

予防に役立つ、とされています。

▼青少年奉仕委員会・

　　　吉田　法功　委員長

　本日、インターアクトの玉串川

清掃活動に行ってまいりました。

会長、副会長も参加してください

ました。生徒達も頑張っていまし

た。たくさんのご参加、ご協力あ

りがとうございました。

▼親睦活動委員会・

　　村本　順三　委員長

　先週の初親睦会にはたくさん

のご参加をいただき、ありがとう

ございました。雨も降らず、雨男

の疑いを解消できたのではない

かと思っております。

▼米山奨学生・三宅　建　様

　先週月曜に息子が生まれまし

た。望歩（のあ）と名づけました。

予定より３週間早く生まれ、緊急

帝王切開でまだ体重も少なく入

院中ですが、ロータリーの皆様

からもあたたかい言葉をいただき、

ありがとうございます。

「活動計画」

▼社会奉仕委員会・

　　　宮川　清　委員長

　聴覚に障害を持った子どもた

ちに支援を行ってまいりたいと考

えております。私の会社にも、聴

覚に障害を持つ社員がいます。

文化的生活水準を向上するため

に、事業を行う計画です。

　その他、高齢者に対する奉仕

なども、考えていきたいと思って

おります。

　一年間、皆様のご理解とご協

力をお願いいたします。

▼国際奉仕委員会・

　　　稲田　賢二　委員長

　今年度も友好姉妹クラブへの

訪問を考えています。

ロータリーの友紹介

その他の報告

新会員の紹介

表敬訪問のご挨拶

卓　　　話



　ただ、それだけでは親睦のみ

ではないか、とのお声もいただき、

また例年一部の参加者に限定さ

れている現実もあります。そこで

もう一度、国際奉仕への意識を

高めるため、グローバル補助金

を活用した事業について学ぶな

どしていきたいと考えております。

　また今年はロータリー財団100

周年ということもあり、財団やポリ

オ撲滅へのご寄付をお願いいた

します。

　台北東ＲＣへは11月に、イース

トホノルルＲＣへは時期未定です

が、それぞれ訪問したいと思い

ます。

　またサンタマリアＲＣとも、今後

の交流復活を模索していきたい

と思います。かつてミニダムやコ

ンピュータ設備などが寄付され、

先方で役立っているとのことです。

我々も貢献できることを考えてい

きたいと思います。

　このほかにも米山奨学生や、

地域の留学生などと交流する機

会をつくっていくことができれば、

と考えております。

　一年間、よろしくお願いいたし

ます。

▼青少年奉仕委員会・

　　　吉田　法功　委員長

　会長のテーマにもある通り、情

熱をもって事業に取り組めるよう

にしていきたいと考えております。

　金光八尾・インターアクトクラブ

への支援を、今年度も行ってま

いります。年次大会などに協力

していきます。

　8月2日からは海外研修が実施

されます。金光八尾からも６名が

参加します。当クラブからも田中、

西、中西（広）、児林会員に参加

いただく予定です。

　曽爾高原の野外活動につきま

しては、8月17～19日に予定して

おります。本日例会後、先方様と

具体的な打ち合わせをします。

　リーダー研は8月15日実施予

定で、内容を検討、協議していき

たいと思っております。

　他にも地区主催の行事などが

ございます。10月には秋のＲＹＬ

Ａがあります。当クラブにはＲＹＬ

Ａは縁遠いかもしれませんが、

勉強して協力していきたいと思

います。

　最後に、こども食堂へ参加、協

力をしてまいります。６月からスタ

ートしたこども食堂ですが、私も

見学させてもらいました。

　八尾では初めての取り組みと

いうことで、田中副会長も参画さ

れています。八尾ＲＣとしても、

何らかの形で協力できないか、

委員会で検討していきたいと思

います。

　皆様のご協力をよろしくお願い

いたします。

▼クラブ戦略計画委員会・

　　　居相　英機　委員長

　本日例会後に、第1回委員会

を開催します。村本会長年度に

地区から要請があり、クラブの戦

略計画を立案する委員会として

設置されました。

　会長経験者やその年度の執行

部なども入ってもらうつもりです。

また地区の他クラブを見ると、研

修委員長よりも幹事に入ってもら

うケース多いようですので、当ク

ラブでも幹事に変更したいと思

います。

　また松本PG、直前会長、会長

エレクトなど、そして決定すれば

会長ノミニーにも加わってもらう

予定です。

　中長期的にクラブについて考

えていきますが、本年度は定款・

細則も見直しをしていきたいと思

います。ＲＩの規定審議会で決定

した内容をふまえて、検討してま

いります。

　ロータリーは基本的に単年度

で動いているのですが、それと

は別に、中・長期的に考えてい

かねばならないこともあるはずで

す。お手元にお配りした資料に

は、こういうものを目指していま

すということで書かせていただき

ましたので、ご一読ください。

▼大阪フレンドＲＣ・会長　柴山

泰範様　表敬訪問ご挨拶

▼大阪フレンドＲＣ幹事・栗原　

大様　表敬訪問ご挨拶

▼山本（昌）会長　初親睦会、多

数参加いただきありがとうござい

ました。御礼申し上げます。

▼田中副会長　宮川会員、朝早

くから玉串川清掃友情参加頂き、

ありがとうございました。奉仕の

理想を、学びました！！親睦旅

行、村本委員長、親睦委員会の

皆様、大変お世話になりました。

ニ　コ　ニ　コ　箱



有難うございました。写真有難う。

▼山陰幹事　先週の親睦旅行

多数ご参加ありがとうございまし

た。親睦委員会の皆様ありがとう

ございました。写真有難う。

▼佐々木名誉会員　バッジ忘れ。

例会欠席お詫び。

▼佐野会員　村本さん、中川

（將）さん有難うございました。

▼松本・中西（啓）・今西・宇野・

山田・濱岡・津田・松井・新宮・宮

川・小谷・大槻会員　写真有難う。

▼坂本会員　暑中お見舞い申し

上げます。写真有難う。

▼寺坂・中川（廣）会員　例会欠

席お詫び。

▼村本会員　水野さん、ありがと

うございました。写真有難う。

▼三宅会員　幡田新会員を何と

ぞ宜しくお願いします。いつもお

世話になるばかりで申し訳ありま

せん。

▼山本（勝）会員　親睦旅行欠

席おわび。

▼井川会員　柴山さん、栗原さ

ん、ようこそおいで下さいました。

▼小林会員　親睦委員会の皆さ

ん大変お世話になりました。

▼稲田会員　今年はワインを飲

まなかったので、無事祭りから帰

ることができました。写真有難う。

▼川田会員　柴山様、栗原様、

ようこそお越し下さいました。初

親睦会欠席お詫び。在籍内祝

い。

▼柏木会員　ピンボケの写真有

難う。

▼吉田会員　本日、インターアク

ト夏季奉仕活動で、玉串川の清

掃してまいりました。会長・田中

会員・津田会員・宮川会員・中西

会員・福田会員ありがとうござい

ました。写真有難う。

▼野村会員　先日の親睦旅行

楽しかったです。ありがとうござ

いました。写真有難う。

▼富田会員　フォトありがとうござ

います。７/１６日、１７日高安夏

祭りでした。よいことがありました。

▼福田会員　金光、川そうじお

疲れ様でした。きれいになった

川はとても気持ち良かったです。

▼水野会員　親睦の皆様有難う

ございました。写真有難う。

▼西村会員　例会及び親睦旅

行欠席お詫び。

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

7/6

7/13

7/20

会員数

56

56

57

出席

42

44

44

（内出席規定適用免除者）

6

6

6

メークアップ

1

出席率

84.00％

89.80％

86.27％

確定出席率

86.00％

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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