
　　　　　

▼卓話予告

3/29　「ロータリー雑感」

　　　　　　居相英機元会長

4/8（土）　ＩＭロータリーデー

4/12　「私を語る」　

幡田賀紀会員・相馬康人会員

4/19　「健康を語る」

　　川田 隆会員・西村 衛会員

4/26　松本新太郎元会長

東日本大震災6年

　3月11日はと言えば、あの大津波

大地震を思い出します。多くの尊

い命が一瞬にして奪われました。

「天災は忘れた頃にやって来る」は、

寺田寅彦の言葉です。そして「文

明が進めば進むほど天然の暴威

による災害がその激しさの度をな

す」も彼の言葉です。

 私達が事をなすとき、物事の推移

が順調で調子の良い時は、何の問

題も発生しません。

　しかし一旦、問題が発生すると、

問題解決に対するエネルギーは膨

大 で 、 そ の 損 失 も 莫 大 に な り ま

す。・・・どこかで危機管理の対応・

知識が必要になってきます。マニュ

アルの想定外に対する危機管理が

行えていないのが現状です。

　自然、人為災害の問題や計画性

の欠如では「開発のスピードに無

秩序な開発」「環境破壊の問題」ま

た人間性の欠如では「人間の欲や

倫理観の問題・不安感、意識改革

の必要」「経年劣化の問題」そして

管理意識の欠如では、経済性、安

全性のバランスなどがあげられます。

　危機とは、危険な状態が我が身

に降りかかる事ですが、自分に起

因しないでも起こり得ます。

　現代社会と、そこに暮らすには、

八尾ロータリークラブ　2016－2017年度　　　会長　山本　昌市　　　幹事　山陰　恭志

事務局　八尾市清水町1-1-6　八尾商工会議所２Ｆ
ＴＥＬ　072-991-2129　　ＦＡＸ　072-924-0010
URL　www.yaorc.com　　E-mail　 info@yaorc.com

例会日　毎週水曜日　午後０時30分－午後１時30分
例会場　八尾商工会議所３Ｆ
創　 立　1961（昭和36）年3月28日

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」

第2716回  例会  プログラム

vol.56
No.34

2017 3
22

▼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

　　　矢野　宗宏　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　　「笑いと健康」

　　　　　　　　　　矢野　宗宏　様

▼閉　会　「点　鐘」

会 長 の 時 間

 



私達の「安全」と「安心」であります。

文明の発展は災害を防ぎ、安全な

社会を構築してきました。しかし、こ

の度のような「想定外」の天災が起

こると、その安全は簡単にくずれて

しまいます。忘れた頃に来る想定

外の天災は、安全に安心しきって

いた私達を直撃しました。科学や

技術によって保証されていた安全

に私たちは、いつの間にか、安心

を重ねていました。これまでの多く

の「失敗」や「経験」から、学び、そ

の「情報」や「知識」を集積して、安

心な社会を作ってきました。

　例えば車は、もし人が運転を間違

えても安全性を持つようになりまし

た。しかし車が安全になればなるほ

ど、私達の多くは多少無理な運転

をしてしまいます。

　この与えられた安全に、安心して

しまう油断が、より大きな事故に繋

がっています。

　建築設計に安全率と言う係数が

有ります。これは設計時に計算で

求めた強度に、計算出来ない要素

を加味して余裕を持たせるもので

す。例えば、鉄骨でボルトを人間が

締め付ける場合、

　人間のする仕事に100％完璧は

ないと言う事を想定して、計算上で

必要の本数の何割かを増やす。安

心を得るために経験的に決めたも

のです。安全は、失敗や経験を積

み重ねた知性や知恵、で安心の為

に生まれたものです。

　高度に集約された情報や知識が

安全を作り上げてきました。しかし、

その根拠となった知性や知恵は、

安心に繋がっているのでしょうか？

　先日、東京都の豊洲市場の問題

で、石原元都知事が、専門家が

「安全」と決定しのだから「安心」に

させるのが、都知事の仕事だと発

言されていました。

　また、都が「安全宣言」をしないと

「地価が下がるのでは」などな

ど？？？

　寺田寅彦は、自然の天恵と天災

を受け入れる国こそ「人間の最高

文化」が発達する見込みがある、と

のべています。

　我が国の真の安全と安心を築き

たいものです。

▼10～11日に東大阪中央RCのチ

ャリティイベントが開催されました。

▼昨日、地区のインターアクト合同

会議が開催されました。

▼22日に八尾をきれいにする運動

部会が開かれ、宮川会員に出席い

ただきます。

▼福田　隆教　会員

　31日にテニスを、志紀テニス場で

行います。ボールとラケットも用意

しています。ご家族連れでもご参加

ください。

▼地区インターアクト委員会

　　　・田中　康正　委員

　昨日、ガバナー事務所でインタ

ーアクトの合同顧問会議が開催さ

れ、引き続き懇親会も行われました。

吉田・中西（広）会員と私で出席し

ました。

　来年度の海外研修は８月、マカ

オに決定しました。ぜひご参加くだ

さい。地区の提唱校も現在８校まで

増え、さらに１校増える予定です。

「インターアクト活動報告」

▼金光八尾高校インターアクト

クラブ顧問・前田 裕子 先生

　昨年秋は文化祭のバザー用品

をたくさんご提供いただきまして、

ありがとうございました。けがのた

めお礼にくることができず、申し訳

ございませんでした。

　また平素は当校のインターアクト

クラブの活動へのご協力、また学

校行事にもご参加いただき、あり

がとうございます。

　先日は卒業式が開催され、八尾

RCからもご出席いただきました。

インターアクターたちも無事、卒業

しました。

　本日、私からは学校について、

進学実績などをご紹介させていた

だきます。

　本校では85％が４年制大学に進

学しており、国公立大学をはじめ

安定した合格者数の実績を残して

おります。

　難関大学へも合格者を出してお

り過去３年では、中学時代の偏差

値が低かったにもかかわらず京都

大学に合格した生徒もいます。

　入学時の成績からは想像できな

幹　事　報　告 

卓 　 　 　 話

そ の 他 の 報 告



いような成長を見せる生徒も数多

く、本校の３年間でしっかり学力を

伸ばしていることがうかがえます。

　私立でも関関同立をはじめ多数

の合格者を輩出しています。今年

は早稲田にも14人合格しました。

私の担任する特進クラスから13人、

そして浪人が１人です。

　中学時代の偏差値が50程度で、

卒業時には関関同立に合格でき

ている生徒も数多くおり、本人の

努力の結果だと思います。中には

偏差値50未満で入学し、早稲田

に入学した生徒もいます。

　小規模校だからできるきめ細や

かな指導や、ニーズに合わせたコ

ース選択などが本校の特徴です。

　これからもどうぞ、よろしくお願い

いたします。

▼金光八尾高校インターア

クトクラブ・藤本有江さん、

古田篤哉さん、伊藤裕弥さ

ん、山下晴生さん

　私たちインターアクトクラブでは、

今年度も学校内外でいろいろな

活動を行いました。そのご報告を

させていただきます。

　まず八尾RC様の車椅子バスケ

の事業を観戦させていただきまし

た。迫力ある試合と障がい者の皆

さんが強く生きる姿に感動しました。

　６月には地区の新入生歓迎会が

開催されました。午前中は焼き板

製作を行い、他校のインターアク

ターとも協力しながら楽しく活動で

きました。バーベキューの昼食は

みんなでとてもおいしくいただきま

した。午後は焼き板を使ったクイズ

大会で、とても有意義な１日を過

ごすことが出来ました。

　７月には夏期奉仕活動を行いま

した。学校の前の玉串川の清掃

活動で、これは当クラブの伝統行

事にもなっています。熱い中、たく

さんの雑草を抜いたりして、おか

げで川がとてもきれいになりました。

八尾RCからもたくさんご参加いた

だき、いっしょに川にも入っていた

だきました。ありがとうございました。

　８月は海外研修で、フィリピンの

セブ島を訪問しました。金光八尾

からも参加させていただきました。

現地の小学校を訪問し、子どもた

ちと交流も行いました。折り紙や歌

をおしえたり、文房具を寄贈したり

しました。小学生たちに直接手渡

しすることができ、最高の笑顔を肌

で感じることできた。

　島の観光もさせてもらい、セブ観

音などが印象的でした。日本の特

攻隊の話も聞きました。現地で慰

霊祭を行いました。

　最後の夜のフェアウェルパーテ

ィーで私たちは、浴衣で河内音頭

を披露しました。

　今回の研修を通して、数々の貴

重な体験ができたと思います。

　現地では貧しそうな人も多く見ら

れ、日々の暮らしが大変そうで、

町には物乞いする人もいました。

　現地の人たちとの交流を通じて、

英語ももっと話せるようになりたい

と感じました。

　行く前は不安もありましたがとて

も有意義な研修になり、貴重な経

験ができました。これを今後にい

かしていきたいと思います。

　8月27、28日には、来日した香港

のインターアクターたちを歓迎しま

した。河内音頭を披露し、海遊館

を訪れ、道頓堀で昼食をともにし

ました。合同での奉仕活動として、

熊本地震への募金活動を行いま

した。海外の高校生たちと交流で

きたのは、とても有意義でした。

　9月には、認知症サポーターの

養成講座を受講しました。修了の

証として、オレンジリングを受け取

りました。

　9月17日の文化祭では、チャリテ

ィバザーを行いました。八尾RCか

らも出品する商品をたくさん寄付

していただき、ありがとうございまし

た。当日もご来校いただきました。

収益金の３万円あまりは、ポリオ撲

滅へ寄付させていただきました。

　11月の地区インターアクトの年

次大会では、ペットボトルキャップ

の回収もしました。森の危機に関

する講演を聞き、自然環境保護の

話し合いをしました。

　12月の地区大会では、今年もRI

会長賞をいただくことができました。

　その他、校内の献血にも参加、

協力しました。

　八尾RCの皆様には、いつもご支

援いただきありがとうございます。

これからもよろしくお願いいたしま

す。



▼山本（昌）会長　本日、卓話、

前田・森先生、インターアクトの

皆様よろしくお願い申し上げま

す。

▼田中副会長　本日、卓話をし

て頂く、金光八尾中学、高等学

校の前田先生、森先生、インタ

ーアクターの皆様宜しくお願い

します。楽しみにしていました。

▼山陰幹事 金光八尾高校イン

ターアクト部の皆様活動報告よ

ろしくお願いします。前田先生

運動する前は十分準備体操し

て下さいね。

▼松本会員　御無沙汰しており

ます。誕生内祝い。

▼寺坂会員 ニコニコ御協力お

願い致します。

▼中川（將）会員　訪台の節は

会長を初め皆様大変御世話に

なりました。例会欠席お詫び。

▼中川（廣）・松井会員　早退お

詫び。

▼今西会員　田中康正会員お

世話になりました。山口智士会

員ありがとうございました。濱岡

会員お手数かけました。早退お

詫び。

▼宇野会員　東大阪中央ロータ

リーの中島常幸チャリティーゴル

フコンペにてベスグロ優勝しまし

た。よいことがありました。

▼小林・児林会員　例会欠席お

詫び。

▼飯田会員　写真有難う。

▼濱岡会員　宇野さん、中島常

幸チャリティーコンペベスグロ優

勝おめでとうございます。さすが

です！！

▼長竹会員　金光八尾の皆様

ようこそいらっしゃいました。

▼澁谷会員　誕生内祝い。

▼吉田会員　金光八尾高校イン

ターアクトの皆様、前田先生、森

先生、卓話よろしくお願いします。

▼中西（広）会員　前日は、濱岡

さん、稲田さん、大槻さん有難う

ございました。写真有難う。

▼西村会員　先日の台湾（台北

東）訪問の際には、皆様にお世

話になり、有難うございました。

例会欠席お詫び。

▼小谷会員　中島常幸チャリテ

ィーディナー、コンペに多数ご参

加頂き有難うございました。

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

3/1

3/8

3/15

会員数

58

58

58

出席

43

42

39

（内出席規定適用免除者）

8

5

8

メークアップ

2

出席率

79.63％

80.77％

72.22％

確定出席率

83.33％

ニ　コ　ニ　コ　箱

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

水と衛生月間

ＰＥＴＳ

理事会

月

月 火 水 木 金 土 日

地区研修・
協議会

ＩＭ第４組
ロータリーデー

（例会日変更）
　→8（土）へ

理事会
・例会

月

母子の健康月間
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