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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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▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング

「それでこそロータリー」

▼ゲストの紹介

　　米山奨学生　三宅　建　様

　　相馬　康人　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

　　　 「会長経験者の卓話」

　　　　　　中川　將　元会長

▼閉　会　「点　鐘」

　

　

▼卓話予告

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、吉本憲司委員

9/14　「田植え、稲刈り」

　　大阪柏原ロータリークラブ

　　　会長　小原　進様

9/21　「電力自由化を語る」

　　大阪ガス　長門様、冨尾様

　「リオ」のオリンピックも終わり、

世間も静かになりました。色々

と感動もしました。その中で北

京五輪男子400ｍリレー銅メダ

リストの朝原さんが、解説で今

回の400ｍリレーで銀メダルが

取れたのは、４人メンバーの

「阿吽の呼吸」の勝利であると

言われたのが印象に残ってい

ます。

　共に一つのことをする時など

の、相互の微妙な調子や気持

ち、特にそれが一致することに

いう。密教では「阿」を万物の

根源、「吽」は一切が帰着する

知徳とする。

　私たちが共同で作業をする

とき、事前に入念な計画を立

て、充分な打ち合わせを行い、

作業に取りかかります。順調に

ことが進めばいいのですが、

どうしても違う意志をもつ他人

との共同作業です。意志の疎

通がこわれ、技量の優劣が

徐々に現れ、当初の目的を達

会 長 の 時 間



する事が出来ません。

　長年チームを組んでいると、

お互いの健康状態や微妙な

変化が読み取れ、気持ちが一

つになるときが有ります。そん

な時、充分な成果が達成でき

ます。

　人は感情の生き物です。ちょ

っとしたはずみで言葉の行き

違いがあったり、誤解を招いた

りします。共同作業を行う以前

の問題で解決しておかなけれ

ばならない事も多々あります。

　その際、一人で考えるよりも

他の人と案を出し合って見え

てなかったことが見えたりしな

がら、ブラッシュアップしていく

ことの大切さを感じます。

　又、昔から「三人寄れば文殊

の知恵」と言われます。自分一

人で考えるよりも、二人や三人

で考え意見を出し合った方が、

良いものが出た経験は何度も

あります。それは内容や知恵

の話だけではなく、心強さとか、

互いに過ごすその時間自体の

価　緒的な要素が、とても大き

いのではないでしょうか。

　だからこそ三人寄れば文殊

の知恵が出ると言うことではな

く、どこまでも一緒に付き合っ

て考えてくれるメンバーの存在

と、やはりそこには感謝しかな

いということ、これが文殊の知

恵を生むのだと思います。

　「類は友を呼ぶ」といわれま

すが、私は「友は類を作る」と

実感しています。常に精進し

自分の人格を磨くことでよい友、

仲間が集まりまたその仲間た

ちによってより高い意識に導

かれていきます。

　その為にも自分自身がはっ

きりとした志を持ち、またその

仲間たちと共鳴し切磋琢磨す

ることで、より高みを目指して

努力いかなければなりません。

　お互いを信頼し、理解し、お

互いのちからを補完し、難局

に立ち向かう事が出来る人…

生涯を通じてそんな人に巡り

合うためにも、自分を磨くこと

が第一だと思います。

　当ロータリークラブ運営もこ

の気持ちを忘れずに、「阿吽

の呼吸」が出来るよう頑張って

いきたいと思います。

▼16日にリーダー研が行われ、

会長と吉田委員長が参加いた

だきました。

▼17日曽爾高原には多数ご

参加いただき、ありがとうござ

いました。

▼27日に地区ロータリー財団

セミナーが開かれ会長、松村

委員長に出席いただきます 。

▼青少年奉仕委員会・

　　　　吉田　法功　委員長

　17日曽爾高原の「自然の中

で」に会長、副会長、幹事、会

長エレクトをはじめ13名で参

加してまいりました。夕方に現

地で集合し、池のまわりの平

地を子供たちとともにナイトウ

ォークしました。

　また地区から統一アクトの日

の案内が届いております。来

月11日、阿倍野で外科医の使

命についての講演会が行わ

れます。参加希望の方は事務

局まで。

▼親睦活動委員会・

　　　　飯田　寛光　副委員長

　９月２～３日に、越中八尾お

わら風の盆に参加します。当

日は大阪駅集合で、AM11:12

発のサンダーバードに乗りま

す。越中八尾RCのメンバーが

お供くださいます。

「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

　　　桒田　知明　直前会長

　ローターアクトクラブ（RAC）

は、18～30歳の青年男女のた

めの組織です。奉仕を通じて

親睦を深めています。世界で

18万人が、また当2660地区内

では19クラブ、270人が活動し

ています。

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告 

卓 　 　 　 話



　第2660地区はエリアが広い

ため、南北でゾーン分けして

おり、東大阪RACは南ゾーン

に所属しています。RACには

月２回の例会が義務付けられ

ており、東大阪の小阪で開い

ています。皆様もよろしければ、

ご参加ください。

　台湾の台中RACと姉妹交流

しているほか、地区行事にも

参加します。７月に献血活動

を行うなどしています。今年度

の献血は目標600名ですが、

夏に311名でした。あと、冬に

も予定しています。

　海外研修では、前年度はフ

ィリピン・ネグロス島を訪れ、マ

ングローブの植樹などを行い

ました。今年度はモンゴルへ

行き、縁日で日本文化を紹介

したり、河内音頭を踊ったりす

る計画です。

　このほか全国ローターアクト

の研修会もあります。さらに大

きく、アジア太平洋地域ロータ

ーアクト会議というものも開催

されます。昨年度は京都で開

かれました。

　地区の年次大会では年間の

活動報告を行い、各クラブか

らも活動報告をしてもらいます。

また30歳の会員の卒業式も行

います。

▼石橋　杏奈　会長

　私からは、東大阪RACにつ

いて紹介させていただきます。

　例会は月２回、水曜の夜に

小阪のホテルで開いています。

４つの委員会に分かれ、活動

しています。

　会員数は現在、17名です。う

ち１名は田中副会長の娘さん、

もう１名は金光八尾インターア

クトの卒業生です。

　例会の内容は、老人ホーム

を訪問し、手作りのすごろくで

楽しんだこともありました。この

ほか陶芸やバルーンアートの

体験もしています。

　台中RACとも交流するほか、

ロータリーの国際大会にも参

加しました。

　さらに東大阪RC様ともいろ

いろ活動をともにさせていただ

いております。ニコニコキャン

プやクリーンハイク、家族会な

どに参加しています。

　続いて「RACサポートシステ

ム」についてご説明します。こ

れはRACが、未提唱RCとも相

互協力関係を築く仕組みです。

東大阪RACはIM４組の各クラ

ブと協力することになっていま

す。

　実例として大阪天満橋RAC

が大阪中之島RCと協力して

事業を行ったりしています。当

RACでも、八尾RC様とぜひ協

力したいと思っています。

　八尾RCの皆様には、ぜひ一

度、我々RACの例会にお越し

ください。またクラブの行事で

お手伝いできることがあれば、

お声をかけてください。

　それからRACに入会してくだ

さるお知り合いを、ご紹介くだ

さい。今年も４人が卒業予定

で、会員増強が大きな課題で

す。

　私は東大阪東RCの吉崎様

から声をかけていただいて入

会し、１年半になります。入会

してよかったな、と思っており

ます。

　かつてデンマークに留学し

た経験があり、RACでは海外

との交流も多いことから英語が

使えると喜んでいます。

　また異業種の人と知り合え、

交流できるのも、魅力に感じて

います。視点の違いなど、いろ

いろと刺激になることがたくさ

んあります。

　当RACの場合、年会費は今

年度12,000円です。これは会

員数により変動します。親クラ

ブからの支援もあります。

▼松本梨沙幹事

　当RACの今後の予定を紹介

します。各委員会が担当して、



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

8/3

8/10

8/24

会員数

57

57

57

出席

33

41

41

（内出席規定適用免除者）

3

6

6

メークアップ

1

出席率

68.75％

80.39％

80.39％

確定出席率

70.83％

今 後 の 予 定

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

毎回の例会を企画しています。

　日曜日にクリーンハイクを行

うこともあります。活動には、イ

ンターアクターも参加できます。

全国統一アクトの日も、一度ご

参加いただければRACのこと

がよく理解していただけると思

いますす。

▼山本（昌）会長　青少年奉

仕「自然の中で」多数ご協力

いただき、ありがとうございまし

た。皆々様、残暑きびしきおり、

お身体を大切にして下さい！

▼山陰幹事　熊谷さん、本日

はロータリークラブで楽しんで

いって下さい。良いお返事お

待ちしております。

▼佐野会員　先日ＴＶに商品

紹介されました。<10ｃｈ　ヒル

ナンデス　8/16>

▼中西（啓）・宮川会員　例会

欠席お詫び。

▼寺坂会員暑い日が続きます。

▼中川（將）・濱岡会員　残暑

御見舞い申し上げます。

▼小林会員　誕生内祝い。例

会欠席お詫び。

▼中川（廣）会員　良い事があ

りますように。例会欠席お詫び。

▼山本（勝）会員　小谷さん、

暑いので、暑気払いに連れて

いって下さい。

▼菅野会員　まだまだ暑い日

がつづきそうです。お体に気

を付けがんばりましょう。

▼吉田会員　会長、副会長、

幹事、菅野会長エレクト、津

田・西・福田・濱岡・稲田・小

谷・長竹・松井会員先日の曽

爾高原ありがとうございました。

▼水野会員　良い事がありま

すように。

▼西会員　東大阪ローターア

クトクラブの皆様、お忙しい中、

ありがとうございます。

▼西村会員　児林さん、中西

（広）さん、ありがとうございまし

た。例会欠席お詫び。

▼中西（広）会員　田中さん、

西さん先日は楽しかったです。

ありがとうございました。

▼小谷会員　残暑お見舞い申

し上げます。宮川さんありがと

うございました。

ニ　コ　ニ　コ　箱

月 火 水 木 金 土 日

ガバナー
公式訪問

理事会

月

経済と地域社会
の発展月間
／米山月間
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