
　

　 ▼卓話予告

8/10　「思い出の人探し―依頼

人の想いから見えてきたこと」

　㈱初恋の人探します社

　　代表取締役　佐藤あつ子様

8/24 「国際ロータリー第2660地

区 ローターアクトのご紹介」

東大阪ローターアクトクラブ　　

会長　石橋　杏奈様

　　直前会長　桒田 知明様

　　幹事　松本　梨沙様

8/31　中川　將　元会長

9/7　「ロータリーの友月間に

因んで」　クラブ広報委員会　

　　　　　　　小谷逸朗委員長

9/14　大阪柏原ロータリークラブ

　昨日、杉本一三名誉会員に、

松本・井川会員とお会いしてきま

した。91歳とのことですが、お元

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

事務局　八尾市清水町1-1-6　八尾商工会議所２Ｆ
ＴＥＬ　072-991-2129　　ＦＡＸ　072-924-0010
URL　www.yaorc.com　　E-mail　 info@yaorc.com

例会日　毎週水曜日　午後０時30分－午後１時30分
例会場　八尾商工会議所３Ｆ
創　 立　1961（昭和36）年3月28日
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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

　 「国歌」「奉仕の理想」

▼ロータリーの目的の唱和

▼ゲストの紹介

国際ロータリー第２６６０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）

大阪アーバンロータリークラブ

ＲＹＬＡ実行委員会　西口宗宏様

▼出席報告

▼在籍表彰

　　会員年次表彰

　　　在籍２２年　山口智士会員

▼お誕生日お祝い

吉田法功・奥谷英一・小林成禎・

中西広美・新宮一誓・宮川　清・

稲田賢二会員

▼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 「ロータリーの危機管理」

　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）

▼閉　会　「点　鐘」



気でしっかりしておられました。

皆様によろしく、とのことです。

　暑中御見舞い申し上げます。

　東京都知事選挙に立候補して

いる小池百合子さんは小泉政権

時代に環境大臣を務め、クール

ビズを導入されました。

　職場などの空調や軽装に関す

るものですが、仕事での正装に

ついては考えさせられるものが

あります。ビジネスで見た目は非

常に重要な要素です。仕事の内

容や相手への配慮、状況に応じ

た対応が必要だと思います。

　当クラブでは、品格のある、常

識ある行動をお願いします。

▼本日夕方、会長が大阪フレン

ドＲＣへ表敬訪問されます。

▼30日に地区国際奉仕委員長

会議が開かれ、稲田委員長に出

席いいただきます。

▼８月１日に八尾を学ぶ研修とし

て、職業奉仕委員会で中川（將）

会員のSKO様へ訪問されます。

教職員に研修を実施する予定で

す。

▼８月２～５日にインターアクトク

ラブの海外研修としてフィリピン・

セブを訪問されます。当クラブか

ら田中、西、児林、中西（広）会

員が参加されます。

▼地区インターアクト委員会・

　　田中　康正　委員

　８月２日からフィリピン・セブ島

へインターアクトの海外研修に行

ってまいります。生徒76名、ロー

タリアンなど30名以上が参加い

たします。お時間あれば、初日

の結団式にご参加ください。

「活動計画」

▼クラブ広報委員会・

　　　小谷　逸朗　委員長

　当委員会では、ＲＣの社会的

意義を発信していきたいと思い

ます。

　ロータリーの友を活用し、内外

に情報を発信します。また記事

の紹介のみならず、よく読み込

んで、皆さんにおすすめしてほ

しいと考えています。

　会報の作成、発行も行います。

写真を入れて、楽しく読んでもら

えるよう工夫していきたいと思い

ます。このほか、会員名簿の改

訂を行います。８月にご案内を

送ります。

　さらにホームページの運営管

理や他委員会事業の広報なども

担当します。各委員会で事業な

どございましたら、写真を撮りに

まいります。

▼職業奉仕委員会・

　　　長竹　浩　委員長

　職業奉仕を実践していくため

には、その根本を理解していく

必要があります。

　適正な利潤を得て、自分の職

業を通じて社会のために尽くす

ことが、結果として周囲の信頼・

信用を獲得し、最終的には自分

の職業の継続的な反映につな

がっていく、と考え行動すること

が「職業奉仕」であると言えます。

　職業奉仕はロータリー活動の

基本であり、会員が自らの職業

の中で日々実践することが、最も

重要な活動であると考えます。

　このような具体的な取り組みを

会員同士で披露し合い、議論し

合うことが、より深い理解につな

がっていくと考えています。

　８月には市内の教職員を対象

に、八尾を学ぶ研修なども実施

します。２、３、５、10年目の教員

が、ものづくりを学ぶということで

中川將会員の会社を見学させて

いただきます。ご希望の方があ

れば、ぜひご参加ください。

　今年度は職業奉仕について、

もう一度考えてみたいと思ってお

ります。よく卓話をされている方

のお話を聞き、知識を得た上で、

皆でグループワークなどをしてい

きたいと考えています。

▼ロータリー財団委員会・

　　　松村　康司　委員長

　ロータリー財団は今年、100周

年を迎えます。1917年にアーチ

Ｃ．クランフＲＩ元会長が基金を提

唱し、今日の財団となっています。

　皆様のご寄付は、ポリオ撲滅な

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告 

卓 　 　 　 話



ど６つの重点分野に活用されて

います。今年度もできるだけ多く

のご寄付をしていただけるように、

努力していきたいと思っています。

　卓話では、税務面などからも財

団への寄付についてご紹介した

いと考えています。

　今年度、ロータリー財団への寄

付は、160ドルをお願いしたいと

思います。ポリオプラスには、60

ドルのご寄付をお願いいたしま

す。これは上半期の会費に折り

込ませていただいております。

　またクラブからベネファクターを

今年度、１名以上輩出したいと

考えております。恒久基金へ

1,000ドル以上の寄付をしてくだ

さる方を１名、クラブから出したい

と思います。

　皆様に寄付をお願いする立場

上、私が率先してさせていただき

たいと考えております。

▼米山委員会・

　　　松井　良介　委員長

　米山奨学生がこの国を理解し、

母国とのかけ橋となってもらえる

よう、今年度も支援していきたい

と思っております。

　複数世話クラブ制度の定着と

複数カウンセラーの導入などの

課題がございます。地区の要請

を受け、当クラブの今年度の目

標額は、３万円でお願いしたいと

考えております。

　また、奨学生の選考方法の見

直しを含めた再検討を、地区へ

提起していけないか、とも思って

おります。そもそもこの奨学制度

が始まった経緯から、改めて見

直してみることも大切ではないで

しょうか。

　当クラブがお世話している奨学

生の三宅君は申し分ないのです

が、貧困国の救済がいつの間に

かなくなり、現在の制度にはあり

ません。

　現在は提携大学からの推薦で

奨学生を決定しており、その結

果、ある程度資力のある留学生

が前提となっているのが実情で

す。人物や語学力がある程度保

証されるのは望ましいかもしれま

せんが、果たしてそれだけでい

いのか、このままでいいのか、考

えてみることも必要ではないでし

ょうか。

　たとえば国内で貧困の格差が

広がる中、日本人にも支援の対

象を広げるとか、あるいは海外の

みであるなら、貧しくて日本に来

ることができない人を支援するな

どの可能性も考えられると思いま

す。

　１年で変えることは難しいと思

いますが、問題提起はしたいと

考えております。

▼柏木　武生宜　会計

　収入と支出のバランスをとり、

赤字を出さないことが役割と心

得ております。

　ところで皆様がお払いいただ

いている会費の内訳について、

詳しく見られている方が案外少

ないかもしれませんので、ご説明

します。

　年２回お支払いいただいてい

ますが、半年ごとにまず会費が

137,000円です。例会の食費が１

回2,000円、48回で96,000円に

なります。その他、会場費が１回

15,000円、事務局の家賃が月額

12万円あまりなどとなっています。

　地区資金分担金は地区へ拠

出するもので、地区の運営など

に充当されます。人頭分担金と

規定審議会も、ドル建てで地区

へ支払います。現在は102円の

レートで計算しています。

　次に米山寄付金ですが、普通

寄付金を年２回に分けて年間で

5,000円いただいています。全国

平均額の4,760円などを参考に

しています。

　米山奨学生の三宅君には、地

区から毎月14万円が支給されて

います。クラブにも会食費を地区

から拠出してもらっています。そ

れから計算しますと、一人あたり

の寄付額の３万円は、妥当な数

字ではないかと思います。

　ポリオは地区の要請額をその

ままご寄付いただいております。

地区大会とIMは全員登録です

ので、皆さんの出欠にかかわら

ず徴収されています。したがって

「参加しないと損」ということです。

　クラブの予算のうち、奉仕事業

の予算はすべてニコニコから出

ています。つまりニコニコがゼロ

なら、奉仕事業は何もできないこ

とになります。現在は500万円ほ

どが繰越金として残っています。



▼山本（昌）会長　暑中お見舞

い申し上げます。インターアクト

海外研修、気を付けてよろしくお

願い申し上げます。

▼田中副会長　先日、琵琶湖で

ボートで人命救助を行ってきまし

た。（まさに九死に一生！！）妻

に「新地のお姉ちゃんの救助だ

けのボートではなかったのね」と

ほめられました！？

▼山陰幹事　良い事があります

ように。

▼佐々木名誉会員　バッジ忘れ。

例会欠席お詫び。

▼松本会員　五臓六腑に滲みる

ビールの味！！嗚呼生きる喜び。

▼高井会員　遅くなり申し訳ござ

いません。ご夫人誕生日。

▼松下先生・菅野・中西（広）会

員　写真有難う。

▼笠井会員　早退お詫び。例会

欠席お詫び。

▼飯田会員　早退お詫び。写真

有難う。

▼濱岡会員　ニコニコ御協力あ

りがとうございます。

▼柏木会員　本日卓話よろしく

お願いします。

▼松井会員　卓話宜しくお願い

します。

▼奥谷会員　在籍内祝い。

▼長竹会員　卓話宜しく。写真

有難う。

▼松村会員　本日卓話よろしく

お願いします。先日落とした財

布、翌日交番に届けられました。

中身は全て無事でした。ニッポ

ンは良い国です。

▼児林会員　例会欠席お詫び。

▼西村会員　児林さん、中西

（広）さん有難うございました。

▼西会員　田中さん、先日は有

難うございました。今後共宜しく

お願いします。来週２日（火）より

インターアクト海外研修へ同行し

てまいります。

▼小谷会員　卓話よろしく。

▼寺坂会員　ニコニコご協力お

願いします。

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

7/13

7/20

7/27

会員数

56

57

57

出席

44

44

41

（内出席規定適用免除者）

6

6

5

メークアップ

0

出席率

89.80％

86.27％

82.00％

確定出席率

89.80％

今 後 の 予 定

ニ　コ　ニ　コ　箱

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

月 火 水 木 金 土 日

理事会

越中八尾ＲＣ訪問

金光八尾
文化祭

クラブ協議会

基本的教育と
識字率向上月間／
ロータリーの友月間

月
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