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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

　　「八尾ロータリー讃歌」

▼ゲストの紹介

　　米山奨学会　三宅　建　様

▼ビジター紹介

　大阪柏原ロータリークラブ

　　会長　小原　進　様

　　幹事　伊谷　祐一　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 「田植え、稲刈り」

　　大阪柏原ロータリークラブ

　　　　会長　小原　進　様

▼閉　会　「点　鐘」

　　

　

▼卓話予告

9/21　「電力自由化を語る」

　　大阪ガス　長門様、冨尾様

9/28　池尻　誠元会長

10/5　若林　紀男パストガバ

ナー（大阪東RC）

10/12　ガバナー公式訪問

10/19 「Vocational Serviceの

原点を探る」　山片重房様

（東大阪みどりRC）

10/26　中島元会長

　先日の「越中八尾の風の盆」には、

多数の参加を頂き有難うございました。

天候も良く、久しぶりに皆様と寝食を

共にしての、楽しい一泊二日の旅でし

た。坂道の石垣を下から見る景色は、

異国情緒たっぷりでした。

　さて、9月一日は防災の日でした。最

近、異常気象のあおりで、各地区に被

害が出ております。熊本地震の報道

でとても印象的だったのは、石垣や瓦

の落ちた屋根など、熊本城天守閣の

様子が何度も繰り返し映し出されまし

た。天守閣の被災は、熊本震災を象

徴するものとなりました。その復旧は

「復興のシンボル」になっています。

　天守閣というあの特異な姿だからこ

そ、認識されたと思います。都市にこう

したシンボルが存在することは、被害

にあって初めて重要な事であると、改

めて感じました。

　こういう大災害を経験すると人の意

識は一変し、価値観が根底から崩壊

すると思います。地震で家具類が散

乱し、壁が崩れ、天井が落ち、傾いた

会 長 の 時 間



家を見れば、命さえ無事であれば、や

る気のない子供を、叱りつけていた親

も、生きていてくれさえすればいいと

思います。

　大震災で部屋の足の踏み場もない

ほど物が散乱した時や、部屋中が破

壊されれば、整理どころでは無くなり、

そういう事はどうでもいい事になってく

ると思います。

　こういう大震災に遭遇すると、日ごろ

重要と思ってこだわっていた事が「どう

でもいいこと」に一変してしまいます。

そこから逆に解るのは、普段私たちが

いかに「どうでもいいこと」を、重要な

事とはき違えているということです。

　例えばゴルフ好きの人が道具に凝っ

たり、音楽好きの人がオーディオ機器

に凝ったり、このように私たちは、何が

重要かを忘れてしまいます。

　それは時間的、精神的、金銭的に

余裕が出来るからだと思います。余裕

があると、何が重要かをはき違えて、

不平を言いちっぽけな事にこだわり、

身の程知らずの贅沢を当然の如く要

求し、気にすべきことを忘れてしまうの

です。それが、地震で余裕が奪われる

と根本からリセットされるのです。

　余裕が出来たら、普段の生活を作ら

なくてはならない。人間を卑小にする

も、偉大にするのも、余裕の使い方次

第であると思います。

　また、被災者へ寄付をした人に対し

て「偽善だ」と批判し、被災者が「これ

が必要です」と求めれば「贅沢だ」と非

難する。物事を見る時、白か黒か、是

か非か、二項対立で見る癖がついて

いると思います。

　自分にとって不都合なところがあると

それを「悪」と見て、自分にとって都合

の良いところは「善」と見てしまう傾向

があります。自分をマイナス、プラスに

考えるのではなく、今あることの事実を

正しく見ていかなければならないと思

います。

　自分のものの見方が原因で、人生

の貴重な出会いを逃し、多くの苦手な

人を作っているのではないでしょうか。

▼３、４日に越中八尾を訪問しました。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼14日に地区のインターアクト合同会

議がガバナー事務所で行われます。

▼最新版の会員名簿の内容を回覧し

ますので、間違いがないかご確認くだ

さい。

▼RI定款・細則が日本語訳されました。

My Rotaryからダウンロード可能です。

またコピーを事務局に置いておきます。

▼本年度のクラブテーマを今一度認

識いただき、実践ください。

▼青少年奉仕委員会・

　　　吉田　法功　委員長

　秋のRYLAが10月８～10日に奈良・

飛鳥で開催されます。参加ご希望の

方は、事務局までお願いします。

▼親睦活動委員会・

　　　村本　順三　委員長

　先週３、４日に越中八尾RCにお世

話になりながら、おわら風の盆を見学

してまいりました。多数のご参加をい

ただき、ありがとうございました。おみ

やげのおせんべいをお召し上がりくだ

さい。

▼クラブ研修委員会・

　　　宇野　泰正　委員長

　次週例会後、ロータリーカフェを行

います。ご参加ください。

▼野球部・山本　勝彦　会員

　秋のリーグ戦がいよいよ始まります。

19日からの５連戦です。今季はピッチ

ングマシンも導入しました。３勝はでき

るよう、明日から練習に励みます。

▼地区インターアクト委員会・

　　　田中　康正　委員

　17日に金光八尾で文化祭が開催さ

れますが、バザーに出品いただく品

物のご提供をお願いします。次週例

会で締め切り、収益はポリオ撲滅へ寄

付させていただきます。

「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

　本日、ロータリーの友９月号をお配り

しました。

　横書きにはRI会長のメッセージ「無

敵の組み合わせ」が掲載されています。

またアトランタ国際大会の紹介もござ

います。

　米山の基礎知識のページは、特に

新しい会員の皆様はご一読ください。

　日本のRCは2020年に100周年を迎

えるそうです。その他、ソウル国際大会

のレポートなども掲載されています。

　縦書きでは講演要旨で「社会になじ

むことが難しい若者支援」と題して、引

きこもりやニートのことが語られていま

す。後から振り返れば、はしかのような

ものかもしれませんが、個々の悩みで

対処できる人が対処していく必要があ

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告 

卓 　 　 　 話



理 事 会 議 事 録

日時 ：２０１６年９月７日（水）

承認事項

（1）議事録承認

（2）会計報告

（3）新入会員の件（相馬康人様）

（4）出席規定適用免除者

　　（池尻　誠会員）承認の件

（5）台北東ＲＣ第53回認証状

　　授与式参加の件

（6）ロータリー財団協力金の件

（7）秋のライラの件

（8）「リーダー研」「自然の中で」

「インターアクト海外研修」事業報告

（9）第2660地区決議会信任状委

員会の選挙人の件

（10）指名委員会委員の件

（11）ピアノの件

ります。相談などで一番役立ったのは

親の会、一番役立たなかったのは学

校の先生、という調査結果もあるそうで

す。

　４つのテストについて、これは倒産し

そうな会社を再建するために必要な内

容だそうです。

　ところで皆さんは、八尾RCのホーム

ページはご覧になったことがあります

でしょうか。随時、最新の情報をアップ

デートしております。ガバナー月信な

ども掲載しておりますので、ぜひ一度

ご覧ください。

　また My Rotary への登録もお願いし

ます。世界のロータリアンとアクセスで

きるようになり、RIからの情報も得られ

ます。世界中のクラブにアクセスできま

すので、一度お試しください。

▼吉本　憲司　委員

　ロータリーの友は、皆様の購読料で

発行されています。１冊￥200＋消費

税で、半年ごとに会費とともにお支払

いいただいています。発行部数は毎

月全国で、約95,000部です。

　せめて￥216の元がとれるようにお読

みいただき、ロータリーに関する知識

や情報を得てください。

　ところで「友はおもしろくないから読ま

ない」という方がおられますが、発行元

のロータリーの友事務所はそれに対し、

次のように反論しています。「おもしろ

い、おもしろくないの議論より、ロータリ

アンとしてどうか、という視点を優先さ

せてください。各人の私的興味を満足

させることが、この機関誌の発行目的

ではありません。」

　また「友はロータリーについての情報

誌で、広報誌ではありません。従って

ロータリアン以外の方々を対象にして

は編集されていません」としています。

　「ロータリーの友月間」は、昨年度か

ら新設されました。それまでは４月がRI

の「雑誌月間」でしたが、RI理事会が

昨年度から、特別月間を大きく変更し

たことに伴い、雑誌月間がなくなりまし

た。

　このためロータリーの友委員会の理

事会が決定し、９月を「ロータリーの友

月間」として新設しました。RIの特別月

間では、９月は「基本的教育と識字率

向上月間」です。

　友月間の目的については「友を推進

し、プロジェクトのアイデアや新会員の

勧誘、ロータリーへの情熱の喚起のた

めに、友をどう活用できるかについて、

話し合ってください」としています。従

ってクラブ広報委員会としても、皆様

に友を事業計画立案の参考にしてい

ただき、入会候補者の勧誘にも活用し

ていただき、またロータリー談義にも役

立てていただければと思います。

　この他にももっと、友の有効な活用方

法があるかもしれません。友月間の今

月に、皆様も一度、考えてみてくださ

い。

　最後に友から得られる情報の一例と

して「お知らせ」欄を紹介します。８月

号にはいくつかのクラブが6月30日付

で「国際ロータリーから脱会しました」と

掲載されています。詳細や理由などは

わかりませんが、こうした情報も友から

得ることができます。

▼山本（昌）会長　「おわら風の

盆」ご参加の皆様お疲れ様でした。

村本親睦委員長、委員の方々、あ

りがとうございました。

▼田中副会長　村本親睦委員長、

飯田親睦副委員長、親睦委員会

の皆様「越中八尾、風の盆」大変

お世話になり、ありがとうございまし

た。貴重な体験をさせて頂きました。

津田会員、昨日は大変、お世話に

ニ　コ　ニ　コ　箱



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

8/24

8/31

9/7

会員数

57

57

57

出席

41

45

40

（内出席規定適用免除者）

6

7

5

メークアップ

2

出席率

80.39％

86.54％

80.00％

確定出席率

84.31％

今 後 の 予 定

なりました。ありがとうございます。

▼山陰幹事　八尾訪問ご参加い

ただきました皆様お疲れ様でした。

親睦委員会の皆様ありがとうござ

いました。

▼佐々木名誉会員　バッジ忘れ。

例会欠席お詫び。

▼坂本会員　親睦旅行お世話に

なりました。在籍内祝い。写真有

難う。

▼寺坂会員　在籍内祝い。

▼中川（將）会員　越中八尾訪問、

村本親睦委員長をはじめ会員の

方々には、御世話になりました。

▼村本会員　おわら風の盆、ヒヤヒ

ヤ、ハラハラでしたが無事に終える

事ができました。皆様に感謝です。

誕生内祝い。

▼三宅会員　あっという間の２０年

でした。これからも宜しくお願いし

ます。本当にありがとうございます。

２０年在籍内祝い。

▼井川会員　親睦委員会の皆様、

大変、お世話になりました。

▼今西会員　親睦旅行お世話に

なり、ありがとうございました。在籍

内祝い。ご夫人誕生日。

▼宇野会員　白内障の手術両目

しました。無事終了しました。例会

欠席お詫び。

▼飯田会員　越中八尾、おわら風

の盆、御参加ありがとうございまし

た。疲れました！

▼吉本会員　本日、卓話よろしく

お願いいたします。

▼濱岡会員　越中八尾親睦旅行

欠席お詫び。

▼柏木会員　村本委員長はじめ

親睦委員会の皆様大変お世話に

なりました。

▼長竹会員　越中八尾、お疲れ様

でした。

▼澁谷・大槻会員　ご夫人誕生日。

▼宮川会員　親睦委員の皆さん親

睦旅行お世話になりました。

▼野村会員　八尾楽しかったです。

ありがとうございました。宮川さん、

寝たふりしてすみません。誕生内

祝い。

▼児林会員　親睦旅行お疲れ様

でした。

▼小谷会員　本日の卓話、よろしく

お願いします。

▼西村会員　越中八尾に不参加、

お詫び。

▼幡田会員　八尾お疲れ様でした。

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

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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