
　

▼卓話予告

5/24　「職業奉仕について」

　第２６３０地区パストガバナー　

　　服部芳樹様　（岐阜ＲＣ）

5/31　移動例会

　「文楽と私」　豊竹呂太夫様

6/7　「活動報告」

ロータリー財団委員会

　松村康司委員長

米山委員会 松井良介委員長

ＳＡＡ 水野雅由委員長

会計　柏木武生宜会計

クラブ戦略計画委員会

　居相英機委員長

6/14　「活動報告」

職業奉仕委員会

　長竹　浩　委員長

社会奉仕委員会

　宮川　清　委員長

国際奉仕委員会

　稲田　賢二　委員長

青少年奉仕委員会

　吉田　法功　委員長

6/21　「活動報告」

クラブ管理運営委員会

　田中　康正　副会長

会員増強委員会

　山田　博義　委員長

親睦活動委員会

　村本　順三　委員長

出席委員会 野村俊隆委員長

プログラム委員会

　児林　秀一　委員長

クラブ研修委員会

　宇野　泰正　委員長

クラブ広報委員会

　小谷　逸朗　委員長

6/28　「活動報告」

　山本　昌市　会長　

　山陰　恭志　幹事

　中西　広美　副幹事

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
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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」

 第2723回  例会  プログラム
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▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング

　　　「我等の生業」

▼出席報告

▼ロータリーの友紹介

　　　山本　隆一　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　「警備業について」

　　　　　　　　坂本　憲治　元会長

▼閉　会　「点　鐘」

 



青少年奉仕月間

　「目に青葉、山ホトトギス,初ガツオ」

いよいよ五月となり、新緑が美しい季

節となりました。皆様ゴールデンウイ

ークはどの様に過ごされましたか？ク

ラブでは春のライラ・セミナーが開催

され、多数の参加有難うございました。

　そして今月は、青少年奉仕月間で

す。子供は宝です。未来です。青少

年奉仕は、その部門で働くロータリア

ンだけの問題ではありません。

　子供は大人の背中を見ていま

す。・・・子供は親や教師の言う通りに

はなりません。子供は大人のする通り

になっていくものです。・・・末来を背

負う子供達が、後からついて来るので

す。・・・ロータリーの未来は、ロータリ

アンの手の中にあります。

　ロータリー青少年交換、ローターア

クト、インターアクト、ライラ等のプログ

ラムに参加した青少年だけでなく、そ

れに関わったロータリアンにも、ロー

タリーの中核をなす価値観である「リ

ーダーシップ」が、身につく素晴らし

いプログラムです。

　私達ロータリアンには、このようなプ

ログラムを通じて青少年に奉仕し、彼

らの健全な成長に寄与する機会が、

与えられています。青少年は、まさに

私達の未来そのものであり、かけがえ

のない存在です。

　私達が身を粉にしてプログラムを運

営し、彼らが社会の一員となるのを手

助けすれば、ゆくゆくは責任感のある

未来のリーダーが、育っていくことに

なるでしょう。

　近年の社会の変化・多様化のため、

青少年を取り巻く状況も大きく変化し

ています。喫煙、飲酒，脱法薬物など

の薬物依存、性感染症・ＨＩＶ/ＡＩＤＳ

等の低年齢化が、大きな社会問題と

なっています。また「突然切れる」「学

級崩壊」「ネット依存症」など心（精神）

の病をもつ青少年が増加しています。

　平和な社会を築いていく青少年を

育んでいくことは、ロータリー活動の

大きな目的です。しかしめまぐるしく

社会が変化し多くの難問が青少年に

襲いかかるとき、やはり心と体の健全

な青少年の育成が肝要だと思います。

　ロータリアンも青少年奉仕プログラ

ムへ参加し、そこで体験した若者との

心の交流によって、心が洗われるよう

な感動を、体験する事がよくあります。

我々サイドも青少年との交流に於い

て得るものは大きいのです。

　活動に於いて一番忘れてはならな

いのは、彼らを守り、安全な環境を作

ることです。参加者が犯罪や事故に

巻き込まれると、どんな有意義なプロ

グラムも意味を成しません。細心の危

機管理のもとに、「子供は宝である」と

いう思いを強く持って、青少年奉仕を

行うことが大切であります。

日本の教育は、知識を教えること、あ

るいは物事を理解させる事、には非

常に熱心であります。勿論それはそ

れで意義のあることですが、その一方

で、自分で判断し、決定し、行動する

力を養うことは、ないがしろにされてき

ました。若者が自立した人間として、

活動出来る環境を整えることが、若者

の意識を高める第一歩とおもいます。

　我々ロータリアンは自ら行動を起こ

すことの大切さを十分しっています。

　次年度当クラブは、春のライラセミ

ナーホストクラブであります。ぜひ、未

来を担う青少年にもっと積極的に関

与して頂き、将来日本の社会や世界

各地で活躍する人材として育てる事

が必要ではないでしょうか。

▼3～5日、春のRYLAセミナーが

開催されました。ご参加いただい

た皆様、ありがとうございました。

▼本日例会後、理事会を開催し

ます。

▼13日に地区の職業奉仕新旧

委員長会議が開催され、次年度

の飯田委員長が出席されます。

▼13日、地区の社会奉仕委員長

会議が開かれ、吉本副委員長が

出席します。

▼13日、４クラブ合同懇親会が

開催されます。まだ参加の申し

込みも可能です。

▼地区で新クラブ「大阪水都

RC」が誕生します。６月１日にお

披露目パーティーが開かれます。

▼藤田　隆司　会員

　アイアンドエフという会社で、葬

祭業を営んでおります。また田中

会員とともに、ボクシングもさせて

いただいております。これからも

よろしくお願いいたします。

幹　事　報　告 

新 入 会 員 の 紹 介

会 長 の 時 間



▼青少年奉仕委員会・

　　　吉田　法功　委員長

　3～5日に地区の春のRYLAが

開催され、当クラブからも13名が

参加しました。次年度は当クラブ

がホストを務めますので、ご協力

をお願いします。

▼職業奉仕委員会・

　　　長竹　浩　委員長

　24日の卓話者として、岐阜RC

の服部PGに遠路お越しいただき

ます。せっかくの機会ですので、

例会後も職業奉仕についての勉

強会を開催したいと思います。皆

様ぜひ、ご参加ください。

▼社会奉仕委員会・

　　　宮川　清　委員長

　23日に安中小学校で手話落語

の事業を実施します。皆様ご参

加をお願いいたします。

「私を語る」

▼山本　隆一

　会員

　２月に入会さ

せていただきま

した。現在、39歳です。27歳で結婚し、

娘が１人おります。娘の通学の安全と

利便性を考えて奈良に転居し、毎日

通勤しております。

　自動車の販売や船舶の輸入販売も

行っています。また名古屋では、シェ

アハウスも展開しています。

　高校で１ヶ月ほどオーストラリアに留

学し、メルボルンに滞在しました。最

初のホームステイ先はベジタリアン家

庭だったため、６ヶ月で15kgもやせて

しまいました。次のステイ先は恰幅の

いいご夫婦で、３ヶ月もしないうちに

元に戻りました。

　帰国後はマリーナでアルバイトなど

をしていましたが、シアトルでの住宅

の研修にも参加しました。日本人の

感覚でいると現地ではトラブルも多く、

日米の文化の違いに驚きました。

　やがてアメリカの会社とライセンス契

約を結び、ウェークボードのショップを

立ち上げました。その中で、船の売買

に関する相談を数多く受けるようにな

りました。

　現在の会社の所在地は、経営不振

だった会社から譲り受けた場所です。

そこにいた整備士が当社の仕事を手

伝うようになったり、保険の営業で出

入りしていた外交員が当社で自動車

保険の業務を担当してくれるようにな

ったりと、いろんな人のおかげで今日

までやってくることができました。

　これからも、信頼を裏切らないような

経営をしていきたいと考えております。

今後もよろしくお願いいたします。

▼児林　秀一　会員

　本年度、プログラム委員長をさせて

いただき、皆様にご協力いただいた

おかげで順調にここまでプログラムを

実施してくることができました。

　ところで私は先日、フィリピンのサン

タマリアRCの例会に出席してきました。

歴代会長の皆さんをはじめたくさんの

会員がおられる中で、41周年としてこ

れまでの歩みを紹介されていました。

その中でも、八尾クラブの存在が大き

かったと改めて実感いたしました。

　1997年に現地で公園をつくり子供

たちに開放したり、農業用水の工事

資金が不足していることを受け水田

地域にダムを建設したりと、八尾RCも

現地での事業にいろいろと貢献して

いました。

　当時を振り返り会員の方々は「大変

助かった」とおっしゃっていました。ほ

かにも八尾RCからはごみ収集車２台

や救急車を寄贈したのに加え、八尾

RC40周年のときにサンタマリアRCの

クラブハウスの２Fにコンピューターを

20台寄贈、運営費も寄贈しました。

　しかし、こうした両クラブの交流はい

つの間にか立ち消えになっていきま

した。やはり事業を行ったあとの点検

なども、していく必要があるのかもしれ

ません。

　私は平成23年に入会させていただ

き、これまでに国際奉仕委員長や今

年度のプログラム委員長、また次年

度は社会奉仕委員長をさせていただ

くことになっております。いろいろと役

割をいただく中で、学ばせていただ

いていると感じております。

▼山本（昌）会長　新入会員藤田さん、

長いおつきあいを！よろしくお願い致

します。

▼田中副会長　児林会員、山本会員

本日卓話、宜しくお願いします。楽し

みにしてました！！藤田新会員を宜

しくお願いします。

▼山陰幹事　藤田さん入会おめでと

うございます。よろしくお願いします。

▼佐野・居相会員 在籍内祝い。

▼寺坂会員　残り少なくなりました。ニ

コニコ最後の追い込み御協力お願い

卓　　　話

その他の報告

ニ　コ　ニ　コ　箱



致します。

▼中川（將）会員　花粉症で大変困っ

ています。クスリにたよらない花粉症

対策どなたか教えて下さい。

▼中川（廣）会員　良い事がその内に

ありますように。

▼菅野会員　先日、春のライラ参加し

ていただいた皆様お疲れ様でした。

▼今西・宇野会員　例会欠席お詫び。

▼笠井会員　よいことがありました。

▼飯田会員　山本隆一さん、児林秀

一さん、卓話期待しています。

▼山田会員　昨日はさぞかし楽しか

ったでしょうね。

▼濵岡会員　児林さん、宮川さん、大

変お世話になりました。

▼吉田会員　春のライラ参加ありがと

うございます。

▼水野会員　娘が家族を見捨てて千

葉に行きました。誕生内祝い。

▼野村会員　６月１４日のガバナー補

佐が来られる例会において出席率

100％を目指しますので、ご出席よろ

しくお願いします。

▼児林会員　卓話よろしく。山本さん

「私を語る」よろしく。

▼小谷会員　蒸し暑くなってきました。

皆様ご自愛下さい。誕生内祝い。

▼冨田会員　4/17誕生日御祝・中島

常幸プロ写真ありがとうございます。

欠席続きで申し訳ありません。

▼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　山本隆一、児林秀一会

員「私を語る」楽しみです。

▼相馬会員　山本さん卓話頑張って

下さい。児林さん楽しみに伺います。

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

4/19

4/26

5/10

会員数

58

57

58

出席

44

39

41

（内出席規定適用免除者）

8

8

5

メークアップ

1

出席率

81.48％

73.58％

80.39％

確定出席率

83.33％

日時：２０１７年５月１０日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告

3.八尾をきれいにする運動推

進本部への委員派遣の件

4.「八尾河内音頭まつり」協

賛の件

5.春のＲＹＬＡセミナー参加

6.子供食堂支援金の件

7.名札・名札ケース及びテプ

ラ本体購入の件

8.インターアクト新入生歓迎

会登録の件

9.四クラブ合同懇親会講師

料・事務局出席の件

10.職業奉仕テキスト購入

11.クールビズの件

理事会議事録

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

春のRYLA

理事会

手話
落語

月青少年奉仕月間

月 火 水 木 金 土 日

新旧合同
理事会

新旧合同
クラブ協議会

本年度
最終例会

国際大会
（アトランタ）～14(水)

ロータリー
親睦活動月間

月
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