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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

八尾市小・中学校生活指導

　研究協議会会長　久保博義様

八尾市教育委員会事務局

　指導課指導主事　黒井健之様

米山奨学生　三宅　建様

▼出席報告

▼在籍表彰

会員特別表彰

　在籍55年　戸田　孝会員

会員年次表彰

　在籍34年　高井榮彌会員

　在籍28年　中西啓詞会員

　在籍19年　小林成禎会員

　在籍12年　柏木武生宜会員

▼お誕生日お祝い

　中川廣次・池尻　誠・

　松本新太郎・津田伸一・

　戸田　孝会員

▼米山功労者表彰

　第18回功労者　山本義治会員

　第  7回功労者　高井榮彌会員

　第  7回功労者　寺坂哲之会員

　第  6回功労者　池尻　誠会員

　第  5回功労者　山本昌市会員

　第　3回功労者　田中康正会員

　第  3回功労者　吉本憲司会員

　第  1回功労者　野村俊隆会員

▼ロータリー財団表彰

　ベネファクター　松村康司会員

　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

　　５回目　中川　將会員

　　４回目　池尻　誠会員

　　１回目　飯田寛光会員

　ポール・ハリス・フェロー

　　　児林秀一会員

▼ロータリーの友紹介 

　　　福田　隆教　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

「リーダー研・自然の中で」

八尾市小・中学校生活指導

　研究協議会会長　久保博義様

八尾市教育委員会事務局

　指導課指導主事　黒井健之様

▼閉　会　「点　鐘」

 



▼卓話予告

1/25　「人生を振り返って」

　　　　　中西啓詞元会長

2/1 平和と紛争予防/紛争解

決月間に因んで　三宅博会員

2/8　「ハラスメントについて」

　　　　　中矢才子様

新年初例会

　新年あけましておめでとうご

ざいます。

　皆様方におかれましては、

2017年の新春をお健やかに

お迎えのことと、お慶び申し上

げます。

　旧年中は、クラブ運営の活

動に格別のご支援、ご協力を

いただき誠にありがとうござい

ました。

　本年もどうぞ宜しく、ご指導と

ご鞭撻を賜りますようお願い申

し上げます。

　新しい年を迎えられ、昨年の

反省とともに、心機一転、今年

の目標を立てられていることと

思います。

　「一日の計は朝にあり、一年

の計は元旦に立てよ」計画は

なるべく早めにしっかりと立て

るべきだという戒め、でありま

す。

　私の昨年は、反省の多い年

でありました。毎年、今年こそ

はと思いつつ、計画通りにい

かないのが世の常、人の常で

あって、新鮮味がなく、思うよう

にはならないものです。

　一つのことにこだわりすぎて、

思考パターンが同じだったりし

て、大局を見失い、脇道にそ

れています。

　道草や、寄り道は経験となり、

それはそれで大切なことなの

ですが、物事の本質を見出せ

ないことに陥ります。

　そして、掴んだものは、以前

と少しも代わり映えのしない「も

の」になりがちです。いわゆる

「枠にはまってしまう」ことにな

ります。

　よく言えば、「個性が出てい

る」と言われはしますが、その

実、「あなたらしい」と皮肉られ

ているのかもしれません。

　私たちは、一年一年、年を

重ねると共に、いろんなことに

経験を積み、学び、物事の多

様性を知りその人の性格や人

格を形成してゆきます。

　その過程の中で、今まで、一

重であった枠が、二重になり、

三重になってゆきます。これが、

年輪であり、年の功なのでしょ

う。

　しかし、こだわりを捨てきれ

ず、泥沼でもがいている人も

多いはずです。私もそうです

が、長年積み重ねてきたやり

方や、考え方を改めるのは、と

ても勇気のいることだと思いま

す。

　この今の時代、「枠にはまる」

ことなく、柔軟な物の見方、考

え方が、必要になってきます。

　「木を見て森を見ず」になら

ないように、今年の干支の鳥

年に当たり、鳥の目の様に俯

瞰で、この一年、自我から離

れ、上昇気流を掴み、鳥瞰図

を描く心で、全体を見渡せる

知恵を身につけたいものです。

▼6日、八尾市・八尾商工会

議所主催の年賀交歓会に、山

本会長が出席しました。

▼14日、地区の第２回クラブ

国際奉仕委員長会議が開催

され、)稲田委員長が出席予

定です。

▼戸田会員のご子息より、誕

生日内祝いのお礼の手紙が

届きました。

拝啓

　新しい年が始まり、また慌し

くなり始めたこの頃ですが、い

かがお過ごしでしょうか。

　先日は父の誕生日にあたり、

結構なお品を頂戴し、ありがと

うございます。父母に届けさせ

ていただきます。

　両親とも高齢のため、最近は

外出も控えておりますが、体の

方は年齢のわりには元気で、

つつがなく暮らしております。

　年齢相応の現象とはいえ、

認知症の症状も進行し、例会

や各種会合に無理に出席して

も、皆様にご迷惑をおかけす

るばかりですので、遠慮させて

いただいております。

　お見舞いやご挨拶にお越し

会 長 の 時 間

幹　事　報　告 



いただくのも、母のたっての希

望により、お断りしている状態

ですが、そのあたりの事情、ご

了承くださいませ。

　末筆になりましたが、貴クラ

ブならびに皆様方の益々のご

健勝を祈念いたします。

　　　　　　（戸田和孝様より）

新年懇親会を開催

理 事 会 議 事 録

日時：２０１７年１月１１日

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告(柏木会計担当

理事)

3.下半期会費請求の件

4.八尾市社会福祉協議会評

議員候補者推薦依頼の件

5.「社会を明るくする運動」協

賛金依頼の件

6.2017-2018年度春のＲYＬ

Ａセミナーホストのお願いの

件

7.新入会員の件

8.忘年家族会収支報告の件

（親睦活動委員会）

9.クラブ研修会事業報告の

件（クラブ研修委員会）

10.社会奉仕委員会事業報

告の件

11.２０１７年度米山奨学生受

け入れの件

12.「八尾ロータリークラブ定

款・細則」適用のお願いの件



▼山本（昌）会長　新年おめで

とうございます。心を新たに頑

張りますので、本年もよろしく

お願い申し上げます。

▼田中副会長　新年明けまし

ておめでとうございます。本年

度も宜しくお願い申し上げま

す。

▼山陰幹事　新年明けまして

おめでとうございます。下半期

もよろしくお願い致します。

▼佐野会員　新春のごあいさ

つ申し上げます。本年もよろし

くお願い申し上げます。ご夫

人誕生日。

▼居相会員 あけましておめで

とうございます。皆様にとって

良い年でありますように。

▼坂本会員 今年もよろしくお

願い致します。商（しょう）は笑

（しょう）なり勝（しょう）なり。

▼中西（啓）・村本・中川（廣）・

小林・菅野・稲田・飯田・川田・

澁谷・水野・宮川・野村・山田・

柏木・津田・奧谷・長竹・中西

（広）会員　新年明けましてお

めでとうございます。本年も宜

しくお願い申し上げます。

▼中川（將）会員　今年も会員

全員の方々の幸せを願って。

▼西村・児林・吉田会員 明け

ましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い致します。

写真有難う。

▼富田会員　本年も宜しくお

願いします。例会欠席お詫び。

▼寺坂・濱岡・小谷会員　本

年もニコニコ宜しくお願い致し

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

■ 出席報告

月日

12/14

12/21

1/11

会員数

58

58

58

出席

43

46

45

（内出席規定適用免除者）

9

10

メークアップ

1

出席率

79.63％

83.64％

84.91％

確定出席率

81.48％

今 後 の 予 定

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

ニ　コ　ニ　コ　箱

月 火 水 木 金 土 日

補助金管理
セミナー

理事会

月
平和と紛争予防
／紛争解決月間

例会欠席の際は
前日までに連絡を！

 
感謝の気持ちを
　　　ニコニコに！
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