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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　「歓迎の歌」

▼新会員紹介　相馬康人会員

▼ロータリーの目的の唱和

▼ビジターの紹介

　　若林　紀男　パストガバナー

　　　（大阪東ロータリークラブ）

▼出席報告

▼在籍表彰

　在籍２７年　池尻　誠会員

　在籍１１年　津田伸一会員

　在籍　１年　大槻恭介会員

　在籍　１年　富田　宏会員

　在籍　１年　大熊　勉会員

▼お誕生日お祝

山田博義・福田隆教・山陰恭志・

田中康正・松村康司・居相英機・

今西敦之会員

▼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

　 「米山梅吉とロータリー」

　　若林　紀男　パストガバナー

▼閉　会　「点　鐘」

▼卓話予告

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

11/2　「ロータリー財団月間に

因んで」ロータリー財団委員会

松村康司委員長

「米山月間に因んで」

米山委員会　松井良介委員長

　先週の「ガバナー補佐をお迎えし

てのクラブ協議会」は、皆様方のご

尽力のお蔭で無事終える事ができ

ました。ご協力有難うございました。

　先日、平成28年9月24日（土）

AM10：00より、薬業年金会館にて

「RI266地区　地区決議会」が開催さ

れました。本日はその結果をご報告

させて頂きます。

　議題は、

１．2015－16年度　地区決算に係る

件

２．ＩＭを8組から6組に再編成する

件―「新IM所属クラブ一覧表」

３．2018－19年度以降のガバナー

補佐選出に係る件―「ガバナー補

会 長 の 時 間



佐選出方法」

の3つでした。全て賛成多数で採択

されました。

　第1号議案に関しては、地区の年

次財務表及び監査報告書の採決

です。

　第2号議案の説明をします。発端

は現在、地区直前ガバナー立野順

三さんが、ノミニー、エレクト、ガバ

ナーの3年間を通じて変革を感じた

こと。

１・各IMによって、出席率の差が出

きている。低いとこは、内容が悪く違

和感を感じた。

２・各組の人数に差がある事によっ

て、予算の登録料が各組によって

差が生じ、平均化しなければならな

いと感じた。

３・市内と郊外のクラブを混ぜる事で、

新しいクラブ間同志の交流が出来、

新しい変革を作る事ができる。

４・IMのテーマがロータリーからかけ

離れていて、活性化していない。

５・1985年から30年編成化されてい

ないので、変化に乏しく、マンネリに

なっている。企業と同じで新しい発

想を開拓させる。バランスを変えて、

新鮮美を出したい。

６・クラブの組み合わせについては、

地域と、親クラブと子クラブの関係、

交流の為にも交通の便を配慮した

案であります。　

　第3号議案の説明をします。

１・今の順番制では、人材不足で断

るクラブが出てきている。

２・順番制を辞めて、立候補、推薦

にする。

　以上の件は、2018年度―2019年

度より実施されます。

▼24日に地区のRAC青少年

奉仕会議が開催されました。

▼次週例会後、理事役員会を

開催します。

▼クールビズは本日で最終と

いたします。次週からはネクタ

イ着用でお願いします。

「人生の友ロータリー」

▼池尻　誠　元会長

　私は昭和23年1月2日生まれなの

ですが、実はこれは出生届を役所

に提出した日で、実際は22年12月

15日生まれです。私には姉と兄が

おりますが、昔は「年子は少し恥ず

かしい」という風潮があったのがその

理由のようです。

　自分では12月生まれと思い込ん

でいたため、小学校の誕生日会で

12月のグループに入ったところ「12

月の人数が多く、1月が少ない」とい

うことになり、先生やクラスの仲間に

大笑いされました。

　学校から帰って母に聞くと、「まあ、

ええやんか。これから年２回、誕生

日を祝ってあげる」と言われました。

▼野球部・野村　俊隆　会員

　ガバナー杯の野球大会がい

よいよ今年も始まりました。初

戦は21－12で惜敗いたしまし

た。

　次回は10月2日に地元の山

本球場で試合があります。皆

様ぜひ応援に来てください。

　生まれは兵庫県の川西市で、父

は獣医の資格を持っていたため、

戦地でも馬の世話をしていたそうで

す。その後、農林省から大阪府庁

に務めていました。母は大正９年創

業のパン屋の家庭で育ちました。祖

父がパンを作っていました。

　幼稚園まで川西に住んでいました

が、八尾にいた祖父が亡くなり「パ

ン作りを手伝う人間がいない」という

ことで我が家が八尾に引っ越すこと

になりました。ということで、小学校

に入るころに八尾にまいりました。

　私は昔から「海外へ行きたい」との

思いが強かったようです。中学校を

卒業して近大付属高校へ入学しま

したが頭の中はいつも、勉強のこと

より海外の夢ばかりでした。16歳で

バイクの免許をとり、中古の単車を

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告 

卓 　 　 　 話



買ってもらいました。これで夏休み

に、沖縄をめざしたのです。

　国道２号線で下関まで行き、関門

トンネルを通って３号線で鹿児島へ

向かいましたが、途中からはまだ舗

装されていない道路でした。やっと

の思いで鹿児島に到着したのです

が、そこでアベック台風に遭い４日

間足止めされました。その後ようやく

出航したものの船が大きく揺れ、大

変な状態で那覇に到着しました。そ

の頃はまだパスポートが必要な時

代で「外国に来た」という印象でした。

きれいな空や海、鮮やかな色の魚

に感動しました。

　船中で知り合ったコルゲート歯磨

の副社長と仲良くなり、現地の家に

泊めてもらったこともありました。ビ

ーチに直結する、豪邸でした。繁華

街にも連れて行ってもらい、音楽な

どを楽しみました。大人の気分を味

合わせてもらった気がします。

　高校も卒業が近づくと、父兄懇談

で近大を推薦されました。私自身は

行く気がなかったのですが、親が知

らぬ間に進学の手続きしてしまいま

した。

　「このままではいけない」と、あても

なく東京へ一年間逃避しました。

　その後、帰ってきてパンの仕事の

手伝いをしていたのですが、やがて

お金が貯まると「いよいよ海外へ行

くぞ」という気持ちになりました。

　台湾から香港、タイやインド、中近

東のヨルダンを経由しヨーロッパへ。

スイスのジュネーブを訪れ、フランス

のシャモニーに滞在しました。

　海外で長く暮らすには当然、資金

が必要ということで、いろいろとアル

バイトをしました。貯めたお金で車を

買い、ヨーロッパをドライブしたりしま

した。シチリア島からアフリカ大陸の

チュニジア、アルジェリア、モロッコ

を経由し再びヨーロッパ大陸へ。ス

ペインからスイスに行き、そこの牧場

でもアルバイトをしました。

　やがてドイツのシュツットガルトで

職を得て、働けるようになりました。

そこでまた中古車を買い、休暇にネ

パールまで往復しました。当時は平

和で、途中の国々も簡単に通れま

した。往復2万2200kmの旅です。

　やがてベルギーからアメリカへ渡り、

フィラデルフィアのイタリアンレストラ

ンで働きました。当時のアメリカは就

労許可が厳しく、常に「見つかった

ら、どうやって逃げるか」を考えてい

ました。

　そして実際に移民局が店に来たと

き、他の仲間は全員捕まってしまっ

たのですが、私だけ練習通りに行

動したおかげで、難を逃れました。

　その後、南米を目指すのをあきら

め、ニューヨークからドイツへ戻り「こ

こで一生暮らそうか」と考えていた矢

先、大学生なら卒業を迎える４年が

経過したため「そろそろ帰ってきて

は」と母から諭され、いったん帰国し

ました。

　しかしこれが間違いで、兄はすで

に別の職に就いており、姉は嫁い

でいます。後を継ぐのは私しかおら

ず「これはどうしようもない」ということ

で、観念しました。

　20代の後半で家業に入り、好きな

ようにやらせてもらいました。会社の

借金も返済していきました。長い間

遊んできたわりには、まじめに働い

たと思います。借金を完済したとき

は、とてもうれしかったです。

　そしてひと段落したころ八尾で青

年会議所（JC）に入り、商工会議所

の青年部が設立されたときにはチャ

ーターメンバーとして入れてもらい

ました。その後、八尾ロータリークラ

ブに入会させていただくことになりま

す。

　八尾RCでは、最初の10年間は欠

席なしの皆出席でした。当時はまだ

まだ怖い先輩がたくさんいらっしゃ

ったのが、その理由です。

2007－08年度には、クラブ第47代

の会長を務めさせていただきました。

　会長在任中に第2660地区の岩田

宙造パストガバナーから突然電話

をもらい、八尾クラブからのガバナ

ー輩出の要請を受けました。そして

松本新太郎ガバナーが誕生したの

です。

　松本ガバナー年度には、地区代

表幹事をさせてもらいました。この

時の５年間で、初めてロータリーらし

い活躍をさせてもらったような気がし

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

9/14

9/21

9/28

会員数

57

57

57

出席

40

40

37

（内出席規定適用免除者）

8

5

8

メークアップ

1

出席率

76.92％

81.63％

71.15％

確定出席率

78.85％

ロ ー タ リ ー の 目 的

　当時は会社も移転するところで多

忙を極め、大変なときだったのです

が、おかげで愚息にとっては成長

するチャンスになったと思います。

私がロータリーで会社を空ける間に、

いろいろと経験を積んでくれました。

妻や家族のみんなには、感謝して

います。

　今日は卓話が控えていたため、緊

張して昼食が全然食べられません

でした。こんなことは入会直後の「私

を語る」の時以来です。

　今後も皆さんのお力をお借りしな

がら、ロータリーを頑張っていきたい

と思っております。これからもよろし

くお願いいたします。

▼山本（昌）会長　本日、元会長

卓話シリーズ池尻元会長、卓話よ

ろしくお願い申し上げます。

▼田中副会長　松本会員、先日

は素晴らしい学びを有難うござい

ました。

▼山陰幹事　クールビズ例会は

本日までです。１０月の例会から

服装よろしくお願いいたします。

▼佐野会員　幡田さん、先日有

難うございました。初めて、美味し

さが解かりました。

▼松本会員　池尻さん、本日の卓

話勉強させていただきます。

▼居相会員　良い事がありました。

▼池尻会員　卓話の時間、皆様

おひるねして下さい。

▼菅野・長竹会員　良い事が有り

ます様に。

▼飯田会員　天童よしみコンサー

ト行ってきました。良かったですよ。

又、来年ご一緒できたらと思いま

す。例会欠席お詫び。

▼濱岡・児林会員　例会欠席お

詫び。

▼新宮会員　悪い事がありました

が、がんばります。（フォアボール

多発で自滅しました。）練習します。

▼水野会員　良い事ないでしょう

か！八尾ロータリー大明神様。

▼西村会員　川田さん、先日お世

話になり、ありがとうございまし

た！例会欠席お詫び。

▼小谷会員　野球部ガンバレ。

▼富田会員　遅刻、申し訳ありま

せん。

ニ　コ　ニ　コ　箱

９月合計額　　 ２９６，０００円

年度累計　　　 ９４４，６００円

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、
これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある：

第１　知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること；

第２　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値
　　　　あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン
　　　　各自の職業を高潔なものにすること；

第３　ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および
　　　　社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること；

第４　奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを
　　　　通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。
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