
　　　　 ▼卓話予告

1/11　新年初例会

　　（シェラトン都ホテル）

忠臣蔵

　先週の年次総会には、ご協

力いただき有難うございました。

　紹介が遅れましたが、皆さん

ご存知の様に、八尾商工会議

所会頭に池尻会員が中西会

員の後を引き継がれました。こ

こで一言、就任挨拶のお言葉

を頂戴したいと思います。

　残すところ、例会も今日を含

め、後2回で御座います。この

後、忘年家族会になりますの

で、宜しくお願い申し上げます。

　先週日曜日に、車で信号待

ちをして、右側にのぼりが見え、

ガラス張りの店舗の中が、丸

見えで、営業用に点滅してい

るクリスマスツリーが、目に入り

ました。12月だなと思って、何

屋さんかな？と、上の看板を

見ると、仏壇屋さんでした。時
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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

ＲＩ2660地区青少年活動委員長

　瓦谷　勝様

ＲＩ2660地区青少年活動次年度

委員長　斎藤　清貴様

米山奨学生　三宅　建様

▼地区大会表彰

・ロータリー財団地区特別奉仕賞

　　佐野　清・松本新太郎・

　　坂本憲治・寺坂哲之会員

・「毎年あなたも100ドルを」クラブ　

　　八尾ＲＣ

・「歴史に１ページを刻もう」

　キャンペーン支援クラブ　八尾ＲＣ

・米山功労クラブ　八尾ＲＣ

▼ロータリーの友紹介

　　　大槻　恭介　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　「上半期を振り返って」

　　　　　　　山本　昌市　会長

▼閉　会　「点　鐘」

会 長 の 時 間

 



代の流れでしょうか。

　本日12月14日と言えば、元

禄15年赤穂討ち入りです。忠

臣蔵は、仇討ちの美談とし扱

われていますが、当初は、100

人以上いた同志が、最終的に

は47人になりました。

　討ち入りを果たした赤穂浪

士は死んで名を残した。一方、

脱盟者は卑怯者と非難されな

がらも家庭を守りました。

　理想か現実か。決断を迫ら

れた時点でどちらを優先した

か、その違いだとおもいます。

　現代における会社が、こけそ

うな時の転職も同様の様に、

地位や名誉を求めて名前を残

そうとすることだけが転職か、

恥にまみれて家族と生活を守

る事か、皆さんならどちらを優

先させるでしょうか。

　いずれにせよ、主君の短気

で多くの家臣が不幸になった

ことだけは、事実です。

　短気は損気です。

　八尾ロータリークラブ創立以

来のモットーに、「和をもって

尊しとする」、と有るように、和

の精神を尊重する事が、一番

です。

▼9、10日に地区大会が開催

されました。

▼森島事務局10日の地区大

会出勤の代休が16日になりま

す。

▼事務局の年末年始は、12月

29日（木）から1月4日（水）まで

お休みさせていただきます。

会長挨拶

　皆様、今晩は。本日は師走

の何かとお忙しい中、ようこそ

八尾RC忘年家族会に、多くの

会員様と、家族の皆さまの御臨

席を賜り、有難う御座います。

高い席からでは御座いますが、

心より御礼申し上げます。今宵

はご一緒に、楽しいひとときを

過ごしたいと思います。

　そして村本親睦委員長をは

じめ親睦委員の皆様には、早

くから準備をして頂き、素晴ら

しい所を設営して頂き、有難う

ございました。最後まで宜しく

お願い申し上げます。

　さて、もうすぐクリスマスです。

いつもこの時期に思い出す話

ですが、随分昔の話で、学校

を出てすぐ「建築設計事務所」

に勤めました。とりあえずは、建

築士の資格を取らないと話に

なりませんでした。その頃、試

験の合格発表が、毎年12月24

日のクリスマスイブにありまして、

「官製ハガキ一枚」が届くだけ

ですが、その時は何よりもその

ハガキ一枚を、クリスマスプレ

ゼントに望んだものです。

　そのハガキ一枚のクリスマス

プレゼントを貰うのに4年かかり

ました。そしてその時、先輩に、

建築士の資格は「足の裏の米

粒」やで、と言われたのを今で

も覚えています。

　その意味は？（とらないと、ど

うも気持ち悪いけれども、とって

も食えないと言う意味です。）

当時万博の後で、不景気の時

代でした。・・・それから、四苦

八苦しながらも、食えない時代

が今日まで続いております。

　しかし、そのクリスマスプレゼ

ントで、物では買えないですが、

仕事を通じての人と人との「心」

の大切さをいただきました。

　「すべての人は、自分の使命

を持って生まれてきます。」そ

れを達成する為には、必ず「努

力」が必要です。そして、努力

する「場所」が、重要だと思いま

す。

　「棚からぼた餅」と言うことわ

ざが有りますが、「ぼた餅」を掴

もうと思えば、落ちてくる正しい

場所に居なければ取れません。

　ロータリークラブは人を創り、

「よき人生を生きる道として」、

自己研鑽し、生涯学習の場で

もあります。「ぼた餅」が形を変

えて落ちてくる場所が、八尾ロ

ータリークラブであると確信して

おります。又そうでなくては、な

りません。

　結びに、平成28年を送るに

当たり、ある人は楽しい幸福な

年、またある人にとっては悲し

い一年であったかも知れませ

ん。しかし去るものであって、希

望は未来にあります。

　本日の忘年家族会が、未来

に新しい夢をふくらませ、お互

忘 年 家 族 会 を 開 催

幹　事　報　告 



いの交流と親睦をより一層深め

て頂き、「心にひびく」クリスマ

スプレゼントになれば幸いに存

じます。

　最後に、会員諸兄におかれ

ましては本年度上半期、クラブ

運営の取り組みに際し多大な

る尽力を賜り、御礼申し上げま

す。年の瀬に入り、まだまだご

多忙かと存じますが、ご自愛頂

き、輝かしい新年を迎えられま

すようお祈り申し上げます。

　本日は、ごゆっくりお楽しみく

ださいますようお願い申し上げ

ます。

地区大会での表彰者



▼山本（昌）会長　忘年家族会、

みなさん楽しんで下さい。親睦

委員の方々お世話になります。

▼田中副会長　村本親睦委員

長はじめ親睦委員会の皆様、

本日、家族忘年会大変お世話

になります。

▼山陰幹事　親睦委員会、ＳＡ

Ａの皆様、忘年家族例会ありが

とうございます。

▼佐野会員　５６回の家族会有

難うございます。

▼松本会員 一年間お世話に

なりました。

▼居相会員 家族会今年も楽し

みにしていました。

▼中西（啓）会員　本日、家族

が大変お世話になります。

▼寺坂会員　今年も残り少なく

なりました。

▼中川（將）会員　クリスマス家

族忘年会宜しくお願い致します。

▼村本会員 本日よろしくお願

いします。

▼菅野会員　親睦委員会の皆

様ありがとうございます。

▼飯田会員　本日、忘年家族

会、宜しくお願いします。

▼濱岡会員　遅刻。

▼津田会員　忘年家族会お世

話になります。

▼新宮会員　ＳＡＡの皆様、御

世話になります。

▼吉田会員　ありがとうございま

した。

▼水野会員　今年も残りわずか

です。ニコニコよろしくお願い

致します。

▼野村会員　よいことがありま

すように。

▼児林会員　来週例会休みで

す。

▼西村会員　皆様、今年もお

世話になり、有難うございました。

▼小谷会員　今日もニコニコに

ご協力ありがとうございます。

▼中西（広）会員　本日は親睦

委員会のみなさんお疲れ様で

す。忘年家族会楽しみにして

おります。

▼大熊会員　いつもありがとうご

ざいます。例会欠席お詫び。

▼幡田会員　今年一年お世話

になりました。来年もよろしくお

願い致します。

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

ニ　コ　ニ　コ　箱

■ 出席報告

月日

11/30

12/7

12/14

会員数

58

58

58

出席

38

43

43

（内出席規定適用免除者）

6

9

9

メークアップ

5

出席率

74.51％

79.63％

79.63％

確定出席率

84.31％

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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