
　

▼卓話予告

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

　先週、大阪フレンドＲＣに訪問しま

した。２ヶ月に一度開かれていると

いう、夜例会に参加してきました。

先日訪問した杉本一三名誉会員の

ことも報告いたしました。夜の例会

は午後６時からだそうで「ぜひお越

しください」とのことでした。

　今月は会員増強・新クラブ結成推

進月間です。先日、地区の会員増

強セミナーに出席しました。世界で

は毎年16万人が入会、退会され、

現在120万人だそうです。第2660地

区の会員数は3,653人、日本全体

では89,215人です。

　会員を増やしていくには、未充填

の新部門の会員を迎えるなど、従

来とは違った角度から見ていくこと

も大切です。
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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

　 「我等の生業」

▼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

　㈱初恋の人探します社

　　　代表取締役　佐藤あつ子様

▼出席報告

▼ロータリーの友紹介

　クラブ広報委員会

　　　奥谷英一副委員長

▼米山奨学金贈呈

▼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 「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

▼閉　会　「点　鐘」



　入会候補者にとっては、最初に

出席した例会で印象がほぼ決まっ

てしまいます。はたしてクラブの例

会は今、楽しく有意義でしょうか。ク

ラブ内での交友関係は深まってい

るでしょうか。

　会員の質と数の問題もありますが、

会員の質は入会後の研鑽で決まる

ものだと思います。

　やさしいことではありませんが、さ

らに積極的に取り組みを進めていく

必要があります。

▼１日、職業奉仕委員会の「八尾

のものづくりを学ぶ」研修がSKO様

で行われました。

▼２日から５日に地区インターアクト

の海外研修が、フィリピン・セブ島

で行われています。

▼本日例会後、理事会を開催しま

す。

▼２月のロータリーデー報告書が、

データで事務局に届いています。

▼西武八尾店撤退の報道がありま

したが、清水会員からしばらく欠席

したいとの連絡がありました。

▼大阪アーバンＲＣ・RYLA実行

委員会・西口　宗宏　会員

　当クラブは朝に例会を行っており

ます。松本新太郎ガバナー年度に、

松本ガバナーと池尻代表幹事にご

尽力いただき、設立された新しいク

ラブです。

　現在、32名で活動しております。

今年度はＲＹＬＡのホストをさせて

いただきます。参加ご希望の方が

おられましたら、お待ちしておりま

す。

　また２月に亡くなられた当クラブ吉

馴茂子会員の葬儀にも、貴クラブ

からご参列いただき、ありがとうござ

いました。改めて御礼申し上げます。

▼職業奉仕委員会・

　　　長竹　浩　委員長

　１日に八尾市教育サポートセンタ

ーの教職員研修「八尾のものづくり

を学ぶ」を実施しました。２、３、５、

10年目の教職員７名が参加し、中

川將会員の会社エスケーオー様を

見学させていただきました。クラブ

からも会長をはじめ会員の方々に

参加いただきました。

　中川会員自ら講師をしていただき、

出席された先生方も熱心にメモをと

りながら質問しておられました。ご

協力をいただきました中川（將）会

員、ありがとうございました。

▼青少年奉仕委員会・

　　　吉田　法功　委員長

　17日から曽爾高原で「自然の中

で」が開催されます。当クラブから

は、初日の夕食とナイトウォークに

参加予定です。皆様ご参加くださ

い。

▼クラブ広報委員会・

　　　小谷　逸朗　委員長

　会員名簿を改訂します。掲載内

容に変更のある方は、本日お配りし

ております変更届を今月末までに

ご提出ください。顔写真の変更も受

け付けます。

「ロータリーの危機管理」

▼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）

　地区の危機管理委員会は、認

知度はまだまだです。さらに努力

していかねば、と思っております。

　昨年の12月4日、地区大会前日

の夜中に、私の携帯電話が鳴りま

した。地区の米山委員長から「米

山奨学生が自殺した」との連絡で

した。

　奨学生はパレスチナ出身のイス

ラム教徒の女性で、最初のクラブ

で少しセクハラがあり、世話クラブ

を変更した経緯がありました。

　自殺の原因がロータリーにある

のなら大変なことだと、原因の調

査をお願いしました。

　ＲＩは2006年に、青少年交換で

危機管理に関する規約を作りまし

た。まだ危機管理の意識がなかっ

たころのことです。しかしセクハラ

や虐待などの問題があったから、

こうしたものができたのです。内容

は「クラブの加盟を停止または終

結させることができる」などと厳し

いものになっています。

　インターアクトクラブを提唱され

R Y L A の ご 案 内

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告 

卓 　 　 　 話



ている八尾ＲＣ様も、こうした問題

は他人事ではないと思います。

　東日本大震災のとき、交換留学

生の安否が長い間把握できませ

んでした。

　これがきっかけとなり、RIでも危

機管理の対応を加速させました。

　前任の岡部委員長からは、危機

管理委員長を務めるなら「いつで

もロータリーをやめる覚悟をして

おきなさい」「風呂に入る時以外

は携帯を離すな」と言われました。

　ロータリーでは青少年関係や米

山などで、責任賠償保険に地区

で加入しています。

　危機管理は単年度で終わるも

のではなく、継続して取り組んで

いかねばならない課題です。青

少年交換事業に関わるには、誓

約書を提出してもらわないといけ

ません。

　地区の危機管理委員会の規定

では「自分や自分の組織にとって、

好ましくない事態のすべて」を「危

機」としています。

　地区の委員会の構成は、警察、

マスコミ、弁護士、女性などに入

ってもらうようにしています。

　危機は「必ず起こる」という自覚

と覚悟などが必要です。危機は常

に想像を超えて発生するもので、

これがいわゆる「想定外」と呼ば

れるものです。

　普段からの訓練が必要です。

　知恵のある人が集まり、必死で

考えることで初めて知恵が出ます。

　そして危機には、必ず前兆があ

ります。

　自然災害やテロ、あるいは青少

年が加害者側になるケースもあり

得ます。

　危機管理委員会は2010年、松

本新太郎ガバナーのときに発足

しました。対応のフローチャートを

作るなどしています。今年度は泉

PGに委員長を務めていただいて

います。

　ところで冒頭の話ですが、地区

大会後にパレスチナの大使や母

親が来られました。原因はロータ

リーではなかったようで、本人はロ

ータリーに感謝しているとおっしゃ

っていました。そして日本に埋葬

されました。

　インターアクトやローターアクト

の未成年を、家族会に招くクラブ

も多いと思います。たとえばその

場で未成年がお酒を飲み、それ

がリークされたら、大問題に発展

しかねません。

　あるいは主催したサッカー大会

で、落雷により参加者が亡くなっ

たケースもあります。

　熊本地震が発生したとき、ロー

ターアクトとチームRYLAの若者た

ちが「現地に行きたい」と言い出し

ました。これを「危ないからやめな

さい」と止めては、何もできないと

思います。結局、保険をかけて、

泉PGらに同行をお願いし、行って

もらいました。

　インターアクトクラブも現在、海

外研修でセブ島に行っているそう

です。できるだけしたいようにさせ

てあげたいと思いますが、その一

方で最低限の備えは必要です。

　また青少年のみならず、ロータリ

ーの危機も考えておかねばなりま

せん。テロ、地震災害などへの備

えがあります。熊本地震で現地の

ガバナー事務所は、データが全

部とんでしまったそうです。

　そうした場合のバックアップをど

うするかも、これからの課題と言え

るでしょう。データをクラウドにアッ

プしておくなどの対応が必要にな

日時 ：２０１６年８月３日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告

　(柏木会計担当理事)

3.初親睦会収支報告の件

　(親睦活動委員会)

4.越中八尾親睦会の件

　(親睦活動委員会)

5.「自然の中で」「リーダー研」

協賛金送金の件

　(青少年奉仕委員会)

6.八尾市文化芸術芸能祭協

賛金の件(社会奉仕委員会)

7.社会福祉協議会組織会員

継続依頼の件

　(社会奉仕委員会)

8.交換卓話予定の件

　(プログラム委員会)

理 事 会 議 事 録



ってくるのではないでしょうか。

　これからもご理解とご協力をお

願いしますとともに、クラブ内でも

ご検討をお願いいたします。

▼西口宗宏様（大阪アーバンＲ

Ｃ）　松本ＰＧ・池尻様はじめ歴

史と風格あるベテランの皆様に、

ご尽力頂いて４年半になりまし

た。今日は、秋のライラの案内

に貴重なお時間を頂戴し、有難

うございます。今後とも、末長く

ご指導賜りますようお願い申し

上げます。

▼山本（昌）会長　第2660地区

危機管理委員会岩津副委員長

様、卓話よろしくお願い致しま

す。中川將元会長、職業奉仕、

ご協力ありがとうございました。

▼山陰幹事　職業奉仕委員の

皆様「八尾を学ぶ研修」お疲れ

様でした。

▼居相・今西会員　例会欠席お

詫び。

▼坂本会員　暑中お見舞い申

し上げます。ご夫人誕生日。

▼池尻会員　西口さんお久し振

りですね。

▼寺坂・濱岡会員　ニコニコ御

協力お願い致します。

▼中川（將）会員　写真有難う。

例会欠席お詫び。

▼村本会員　早退お詫び。

▼山本（勝）会員　暑中お見舞

い申し上げます。

▼川田会員　職業奉仕事業欠

席お詫び。

▼奥谷会員　在籍内祝い・ご夫

人誕生日。

▼津田会員　例会欠席・早退お

詫び。

▼新宮会員　誕生内祝い。

▼長竹会員　中川將さん『八尾

のものづくりを学ぶ』研修お世

話になりました。宇野さん有難う

ございました。

▼吉田会員　ご夫人誕生日。誕

生内祝い。

▼水野会員　本日の例会、無事

終わります様に。

▼野村会員　山口さん、先日は

お世話になりました。

▼小谷会員　３年ぶりの水野さ

んの司会楽しみにしています。

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

7/20

7/27

8/3

会員数

57

57

57

出席

44

41

33

（内出席規定適用免除者）

6

5

3

メークアップ

1

出席率

86.27％

82.00％

68.75％

確定出席率

88.24％

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

７月　ニコニコ　合計金額 

　　　　　　　　　 ４１４，６００円

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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