
　　　

▼卓話予告

12/7　「日本ラクビーの現状と

展望」　奥村　光生様

12/14　忘年家族会

　　（セントレジスホテル大阪）

12/21　「上半期を振り返って」

　　　　　　山本昌市会長

1/11　新年初例会

　　　　　（シェラトン都ホテル）

アメリカ大統領

　先ほど中川将指名委員長より報

告がありました、次々年度会長候補

及び次年度理事役員候補に関し、

12月7日の例会の中で年次総会を

行い、賛否を問います。皆様ご出

席の上、審議を宜しくお願い申し上

げます。

　先日の11月9日は米国の大統領

選挙でした。久しぶりに「固唾を呑

む」とはこの事で、

　その結果クリントンでなく、トランプ

さんに決まった事に、ニュースでは

「未知との遭遇」だと言われておりま

した。

　しかし、世界のリーダーと言えば、

そのアメリカ大統領です。非常に激

しい選挙戦が行われ、日本のマスコ

ミも連日連夜大きく取り上げておりま

した。

　しかし他国にはない、複雑なそし

て歴史的な選挙制度のため、日本

人には理解し難い側面もあります。

２月の予備選から始まり11月の本選

挙までの、長期戦で大統領が決まり

ます。日本では考えられないような

長い、長い選挙期間です。
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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「我等の生業」

▼ゲストの紹介

　八尾東RC　会長　中澤　剛様

　　　プログラム・会報委員長

　　　　　　　　　　　　上山惣太様

　米山奨学生　三宅　建様

▼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　　「私と野球」

　八尾東ロータリークラブ　

　　プログラム・会報委員長

　　　　上山　惣太　様

▼閉　会　「点　鐘」

会 長 の 時 間

 
　　　　



　強靭な心身と、経済力、激しい言

論戦を戦い抜く知識、知力、胆力、

更にマネジメント、リーダーシップ、

ルックスや不快感を覚えさせない声、

幸せそうな家庭、家族までも演出す

る事が要求されます。大変な時間と

お金、エネルギーの無駄使いとも思

います。

　しかし、その複雑で長い選挙戦を

経て、初めて全国民から選ばれたこ

とになる、この「プロセスの重み」が

逆に、アメリカのリーダー、世界のリ

ーダーに必要ともいえるのではない

でしょうか。

　最近は、結果さえよければの風潮

のみが蔓延する社会は、なんとも薄

っぺらな感じがします。

　私は仕事がら、建築相談でよく

「鉄骨住宅と木造住宅とどっちが良

い住宅ですか？」と聞かれます。そ

れは、出来上がった「物」を単純に

素材で選別判断する思考が、受け

られます。

　料理に置き換えるならば「ステー

キと、おでんのどちらが美味しいで

すか？」と聞いているようなものです。

料理の出来上がる仕方の話は、選

別、判断する思考の中の何処にも

ないのです。

　この様に、消費者は結論を急ぐあ

まり、目に見える「物」で選別、判断

しようとしてきます。

　いうまでもなく、住まい造りは「作り

上げるプロセス」が大切な要素であ

ります。

　住まいの構成材の材質も大切で

はありますが、それ以上に目に見え

ない構成材に適した「作り方」が大

切なはずです。料理で言うならば

「レシピ」が大変重要だとおもいます。

　ところが消費者にとって経験の無

い人には、そのことに気づかないの

が現実だとおもいます。

　長い期間のアメリカ大統領選挙の

ように「人事を尽くして、尽くして天

命を待つ」、仕事も、クラブも、何事

にも「プロセスの重要性」が物事を

左右する事が、今回のアメリカ大統

領選挙で再認識致しました。

▼13日に地区インターアクトクラ

ブ年次大会が開催されました。

▼本日午後、会員研修会と、その

後に懇親会を開催します。

▼次週は祝日のため、例会はお

休みです。

▼26日に地区のクラブ広報委員

長会議が開かれ、小谷委員長に

出席いただきます。

▼中川　將　委員長

　11月２日に選考委員会を開催し、

指名委員会の９人全員一致で会

長ノミニーに山本勝彦会員を選

出しました。また次年度の理事・

役員候補者は、以下の通りです。

　なお指名委員会は、これをもっ

て解散といたします。

2017－2018年度

　　理事役員候補者

会　　　長　：　菅野茂人 会員

直前会長　：　山本昌市 会員

副 会 長　：　宇野泰正 会員

幹　　　事　：　長竹　浩 会員

会　　　計　：　新宮一誓 会員

Ｓ  Ａ  Ａ　：　吉田法功 会員

 

クラブ奉仕担当理事 ：　

　　　　　　　　宇野泰正 会員

職業奉仕担当理事 ：　

　　　　　　　　飯田寛光 会員

社会奉仕担当理事 ：　

　　　　　　　　児林秀一 会員

国際奉仕担当理事 ：　

　　　　　　　　松井良介 会員

青少年奉仕担当理事　：　

　　　　　　　　野村俊隆 会員

会長ノミニー： 山本勝彦 会員

▼地区インターアクト委員会・

　　　田中　康正　委員

　13日に大阪桐蔭中学高校で、

地区インターアクトの年次大会が

開催されました。提唱校８校の活

動報告などが行われました。

　また、次年度の海外研修は香

港・マカオに決定しました。皆様も

ご参加をお願いいたします。

▼親睦活動委員会・

　　　村本　順三　委員長

指 名 委 員 会 よ り

幹　事　報　告 

そ の 他 の 報 告



　忘年家族会を12月14日にセント

レジスホテル大阪で開催します。

イタリアンの食事をお楽しみいた

だきます。17：30から例会、18：00

から忘年家族会です。

　当日は、日本舞踊をご覧いただ

こうと思っております。プロの方を

お呼びしておりますので、ご期待

ください。

　会費は会員15,000円、家族

10,000円です。多数のご参加を

お待ちしております。

「ボランティア活動を通して

　見たミャンマーの変遷」

▼恵美奈　博光　様 　　　　　　

　2006年まで大阪なにわRCに所属

しておりました。先ほどは久しぶりの

ロータリーソングを、懐かしく聞かせ

ていただきました。

　14年前に腎臓にがんを患い、摘

出手術を受けました。幸い早期発

見でした。やがて体調も落ち着いた

ので、世間にお返しをしようと行動

を始めました。

　YMCAの会員でもあったので、異

文化交流ツアーなどに参加し、タイ

やビルマ、ミャンマーなどを訪問しま

した。やがて、現地でだんだん長期

に滞在するようになります。

　今でこそミャンマーは簡単に行け

て情報もとれるのですが、10年前は

軍事政権の厳しい引き締めがありま

した。何とか入国できたのですが、

2008年から2013年まで現地で暮ら

しました。

　当時は関西空港からまずバンコク

へ渡りましたが、そこから飛行機が

飛びませんでした。ちょうどミャンマ

ーをサイクロンが襲ったためです。

翌日になってようやくヤンゴンに到

着。現地は大変な被害でした。

　その後、ボランティア活動などを通

じて、ミャンマーの民主化の動きを

見ることできました。そしてさまざま

な経験をさせてもらいました。

　ミャンマーは1948年、イギリスの植

民地から独立しました。88年からク

ーデターが何度か発生しています。

　88年、母の見舞いにイギリスから

帰国したアウン・サン・スーチーさん

は、そのままミャンマーにとどまりま

した。そして昨年、NLDが圧勝し、

文民政権が誕生したのです。

　まさか軍事政権がこんなにすんな

り政権を渡すとは、想像していませ

んでした。

　スーチーさんは、民衆からの絶大

なる人気があります。私もあちこちか

ら声を聞きました。現地で学生に日

本語をおしえたりするのですが、学

生は皆、スーチーさんの写真を持っ

ています。

世界の世論も、民主化を後押しして

くれたと思います。

　今なら瞬時に現地とも連絡がとれ

るのですが、軍事政権当時はできま

せんでした。それがだんだんと情報

手段が発達し、言論統制ができなく

なったのです。内部の腐敗も、圧勝

につながったと思います。

　スーチーさんの息子さん２人はイ

ギリス人で、ミャンマーでは外国籍

の人は、大統領になれないと決まっ

ています。このためスーチーさんは、

閣僚に就任しました。

政権が交代し、政治的な発言も自

由になりました。2011年を境に、だ

んだんと緩和されていきました。

　中国資本の発電所をつくり始めた

りもしましたが、テインセイン大統領

が突如中止、今もペンディングにな

っています。

　アメリカは制裁を緩和しました。た

だ、トランプ次期大統領がどんな政

策をとるか、にもよると思います。

　アメリカで40年ぶりに会談が行わ

れオバマ大統領もミャンマーを訪問

しました。日本も麻生副総理が続い

て訪問し、安倍首相も訪れています。

　今月にはスーチーさんが来日し、

首相と会談しています。ここでは官

民からの支援をとりつけたようです。

　2014年にはネピドーで、ASEANの

外相会議が開かれています。

　ミャンマー国内に７つある州のうち、

４つの州が特に大事と言われていま

すが、選挙の結果はNLDが全勝し

ました。今は、スーチーさんが動か

しているような状況です。

　ミャンマー国内は今、建設ラッシュ

です。高速道路の建設などが盛ん

に行われています。まちの様子も、

よくテレビで放映されています。

　物価も上がってきているようで、遊

覧船のクルージングなども活況です。

　悪弊としては、利権がまだ残って

卓　　　話



いるようです。賄賂の習慣もはびこ

っていますので、これらをどのように

してなおしていくかが課題です。

　スーチーさんのバランス感覚が、

問われることになるでしょう。アメリカ

のトランプ大統領も、まだ不透明な

部分が多く、注視しなければなりま

せん。

　ミャンマーの今後に、これからもご

注目ください。

▼山本（昌）会長　本日、クラ

ブ研修会、皆様参加よろしく

お願い申し上げます。

▼田中副会長　第9回更生保

護チャリティーコンペを72組盛

大に、開催させて頂きました。

当クラブからも6組参加頂き、

感謝の思いでいっぱいです。

参加頂いた会員、皆様、本当

にありがとうございました。

▼山陰幹事　次週例会はお

休みです。お忘れなきようお

願いします。

▼松本会員　日々好日。

▼坂本会員 恵美奈博光様、

本日卓話よろしくお願い致し

ます。

▼池尻会員 写真有難う。

▼寺坂会員　会員研修会、欠

席申しわけありません。

▼中川（將）会員　恵美奈さん、

本日はようこそ。卓話楽しみに

していますよ～。

▼中川（廣）会員　良い事があ

ります様に。バッジ忘れ。

▼菅野会員 本日、指名委員

会からの発表がありました。異

議のなき様お願いします。

▼今西・笠井会員　例会欠席

お詫び。

▼宇野会員　本日研修会です。

オ・セイリュウ15：30からよろし

くお願いします。

▼津田会員 ご夫人誕生日。

▼西村会員　クラブ研修会、

宜しくお願いします。

▼大熊会員　写真有難う。例

会欠席お詫び。

▼清水会員　いよいよ11月10

日から愛顧感謝祭がスタート

いたしました。又、お歳暮セン

ターも、開催しております。お

気軽にご来店下さい。写真有

難う。

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

ニ　コ　ニ　コ　箱

■ 出席報告

月日

11/2

11/9

11/16

会員数

58

58

58

出席

42

40

37

（内出席規定適用免除者）

6

5

6

メークアップ

0

出席率

82.35％

80.00％

72.55％

確定出席率

82.35％

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

理事会
年次総会

忘年家族会

（休会）

地区大会

月

疾病予防と
治療月間

月 火 水 木 金 土 日

理事会
新年初例会

（休会）

国際協議会
（アメリカ・サンディエゴ、15～21日）

月 職業奉仕月間
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