
▼卓話予告

11/9「体罰について」

　八尾中央ＲＣ　青少年奉仕

　副委員長　近田直人様

11/16　「ミャンマーあれこれ」

　　恵美奈　博光様

11/30　「私と野球」八尾東ＲＣ

　プログラム・会報委員長

　　上山惣太様

指名委員の件

　指名委員会の委員長候補及び

委員候補の方々を申し上げます。

　12月7日の総会で決定される

次々年度会長候補、及び次年度

会長を除く理事・役員候補を選任

する指名委員候補を、八尾ＲＣ細

則内規第1条第1節に依り、10月5

日の理事会に於いて、次の方々

を選出いたしました。

　パストガバナー松本会員、会長

エレクト菅野会員、元会長坂本会

員、元会長中川将会員、寺坂、吉

本、松村、西村各会員と私の9名

でございます。御報告申し上げ、

皆様の御承認をお願い致します。

　　（拍手にて承認）

　御承認有難うございました。な

お規定に依りまして、元会長の中

川（将）会員が指名委員長となり

ますので、宜しくお願い申し上げ

ます。
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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

　　「国歌」　「奉仕の理想」

▼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

▼出席報告

▼お誕生日お祝い

　　　寺坂哲之・山本勝彦・

　　　児林秀一会員

▼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

「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

▼閉　会　「点　鐘」

会 長 の 時 間

 
　　　　



　今後の予定と致しまして11月23

日が祭日で休会の為、11月16日

の例会にて各候補を発表してい

ただく事になっておりまので、宜し

くお願い申し上げます。

▼新入会員のオリエンテーション

を本日3時30分より開催します。

▼次週例会後、理事役員会を行

います。

▼本日で松下先生が退職されま

す。ただご退職を惜しむ会員の声

もあり、来月からは月初の例会の

み来ていただきます。

▼ゴルフ部・小谷　逸朗　会員

　明日、四輪会が開催されます。

ご参加よろしくお願いいたします。

▼野球部・幡田　賀紀　会員

　23日に今季最終戦の４－５位決

定戦が行われました。寝屋川ＲＣ

に13－6で勝利いたしました。

▼社会奉仕委員会・

　　　宮川　清　委員長

　緑の羽根募金へのご協力をお

願いいたします。   

▼指名委員会・中川 將 委員長

　指名委員会を次週例会後、例

会場で行います。委員の方はご

出席をよろしくお願いいたします。

▼ピアノ　松下　恵子　先生

　36年前の1980年からお世話に

なってきました。戸田さんの作詞

に曲をつけさせていただいたり、

コーラス部の指導をさせていただ

いたりしました。

　来月からも月に１回というお言葉

をいただきましたので、少しでもお

役に立てればと思います。

　36年間、ありがとうございました。

そしてこれからもよろしくお願いい

たします。 

▼高木　優一・元会員

　松下先生のご退職に、非常に

寂しい思いがいたします。私は

1982年に入会し、30年間在籍しま

した。

　軽音楽部を結成した際などにも

松下先生に助けていただき、いろ

んな思い出がたくさんあります。

本当にありがとうございました。  

▼小川　寛・元会員

　松下先生、長い間本当にありが

とうございました。

　ＲＣ在籍中はあまり熱心ではな

かったのですが、ＲＣのおかげで

八尾商工会議所会頭をはじめ要

職を経験させていただきました。

　また軽音楽部などでも楽しませ

ていただきました。

     

ご 退 職 の 挨 拶

幹　事　報　告 

そ の 他 の 報 告



「ヴィジョンに生きる」

▼中島　孝夫　元会長

　私はごく普通の人間だと思って

いるのですが、ＲＣでは少し異端

でした。そのことを語りたいと思い

ます。

　昭和56年に44歳で入会した私

は、ＲＣに勝手な目的を持ってい

ました。自社の事業に大きなヴィ

ジョンを持って仕事を始めていた

頃です。そのヴィジョンの中に「何

か国際貢献がしたい。行進国に

学校を寄付したり、井戸の提供を

したりして貢献したい。しかし１社

ではとてもできない仕事だ。ＲＣに

入会して協力することで、これらの

ヴィジョンを達成したい」と思った

わけです。

　ちょうど戸田会員がパストガバナ

ーになられた年で、ガバナー時代

に約束をされたそうです。「八尾ク

ラブは人数が多くなったのに、イ

ンターアクトクラブを提唱していな

い。地域でなんとか始めよう」とい

うことでした。

　入会したばかりの私に「君が担

当してくれたまえ」と役が回ってき

ました。ロータリーもわからず、ま

してインターアクトとは何か、全然

知りませんでした。クラブにもイン

ターアクトを知る人が誰もいませ

ん。他クラブの詳しい方におしえ

てもらい、どうにかできたのです。

　ところが、実はクラブの中でもイ

ンターアクトクラブ設立に反対す

る声があり、それも結構多かった

ようなのです。

　またその年、フィリピンの地方に

ダムを建設するプロジェクトが進

行していました。「ＲＣもなかなか

やるじゃないか」と私はうれしくなり

ました。しかし、そのダムが洪水の

ために流失してしまったのです。

　これを再建するかどうかという問

題に、大反対が起こりました。しば

らくして分かったことですが、八尾

ＲＣには国際奉仕に対する懐疑

派が多かったのでした。表面では

対立していないのですが、こと国

際奉仕となると大変です。

　やがて1985年、クラブの卓話に

中村哲医師が来てくれました。

「ペシャワール会」というものを立

ち上げ、アフガニスタンやパキス

タンでの医療奉仕を始めたので

応援してほしい、とのことでした。

　また会社近くの徳洲会病院で、

看護師さんたちがペシャワール会

の支部を立ち上げたというので早

速、入会しました。これは大きな

国際奉仕で、私のやるべき仕事

だと直感しました。八尾ＲＣでも参

加しませんかと訴えましたが、却

下されました。

　従ってこれはＲＣと関係なしで参

加しました。それから、中村医師

の活躍が始まりました。最近テレ

ビでも放送されたので、ご覧にな

った方もあろうかと思います。はじ

めはハンセン病の診療所を建設

し、治療にあたりました。

　1980年頃というと、ソ連がアフガ

ニスタンに侵攻し、内乱が勃発し

た時期でした。ハンセン病患者は

治療どころか、餓死の危険が迫っ

ていました。戦乱の真っ只中にあ

ったペシャワールは、絶望的な状

況になりました。

　この戦争では200万人以上が死

亡。ペシャワールにはアルカイダ

の前身となるアラブ・アフガンがた

むろしていました。そんな中で診

療所を開設し、ハンセン病や他の

感染症などの治療をせざるをえな

かったのです。

　日本からは民間の寄付が届けら

れました。やがて大干ばつに見舞

われ農地は砂漠化、多くの人が

飢餓に苦しみました。餓死とは空

腹で死ぬのではなく、食べ物不

足で栄養失調になり抵抗力が落

ちたところで汚水を口にして下痢

などの腸管感染症で命を落とす

のです。

　2000年になり「もう治療どころで

はない。水が必要だ」ということに

なり、井戸を掘り始めます。清潔

な水と食糧さえあれば、ほとんど

の病気は防ぐことができます。日

本からも井戸を送る運動を盛んに

行い、1600ヶ所で井戸を掘りまし

た。

　国際奉仕に理解のあった田中

純吉・元会長が、国際奉仕基金と

して多額を寄付してくださいまし

た。誰も使わなかったのですが、

私が会長のときにカンボジアで井

卓　　　話



戸を16基寄付し、設置に行きまし

た。

　私は来年、80歳になります。国

際奉仕のヴィジョンは全然涸れて

いません。ロータリークラブという

のは国際奉仕をするところだと、

今でも思っています。

▼高木優一様　久しぶりです皆

様。お元気で何よりです。

▼小川　寛様　お久し振りです。

▼山本（昌）会長　本日、中島

元会長卓話、御無理申し上げま

して、よろしくお願い申し上げま

す。高木さん、小川さんおひさし

ぶりです。

▼田中副会長　高木さん、小川

さん、ようこそおいで下さいまし

た。ごゆっくり、楽しんで下さい。

▼山陰幹事　高木先輩、小川

先輩お久しぶりです。

▼佐々木名誉会員　バッジ忘れ。

例会欠席お詫び。

▼佐野会員 本日新入会員研

修会よろしくお願い致します。

小川さん高木さんおひさしぶり

です。

▼居相会員 本日の新会員オリ

エンテーションよろしくお願いし

ます。

▼寺坂会員　ＣＴと血液検査を

しましたが、全く異常なしで健康

優良児と言われました。

▼中川（將）会員　中島会員本

日の卓話たのしみにしています

よー。

▼村本・宇野・津田・濱岡会員　

例会欠席お詫び。

▼井川会員　高木さん、小川さ

ん、ようこそおいで下さいました。

▼菅野会員　良いことがありまし

た。

▼今西会員　早退お詫び。高

木様、小川様、ようこそおいで

下さいました。

▼吉田会員　11/4（金）少年を

守る日の駅前街頭啓発運動よ

ろしくお願いします。

▼宮川会員　中島会員本日の

卓話よろしくお願いします。

▼小谷会員　明日の四輪会は８

時秋津原ＣＣに集合です。出席

される方はよろしくお願いします。

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

10/12

10/19

10/26

会員数

58

58

58

出席

40

36

42

（内出席規定適用免除者）

5

4

7

メークアップ

0

出席率

80.00％

73.47％

80.77％

確定出席率

80.00％

10月合計額　 　３０２，０００円

年度累計　　１，２４６，６００円

ニ　コ　ニ　コ　箱

ロ ー タ リ ー の 目 的

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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