
▼卓話予告

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

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」
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▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング

　　　「国歌」「奉仕の理想」

▼ロータリーの目的の唱和

▼ゲストの紹介

　　　米山奨学生　陳　韋宏様

▼出席報告

▼在籍表彰

会員特別表彰

　在籍15年　稲田賢二会員

会員年次表彰

　在籍18年　菅野茂人会員

▼お誕生日お祝い

　長竹　浩・中島孝夫・

　中西啓詞・相馬康人会員

▼米山奨学金贈呈

▼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　　「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

　柏木武生宜・会計

　クラブ戦略計画委員会・

　　　　　　　　　居相英機委員長

▼閉　会　「点　鐘」

 



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

屋形船

　本日は、移動例会で、川

の上を屋形船で進みながら

の例会と言う事で、多くの会

員のご参加を頂き、有難う

御座います。

　最近、テレビですっかり時

代劇の番組が、見当たりま

せんが、屋形船は、江戸時

代の花見や、花火、また情

報交換の場として、よく使わ

れていました。

　そして印象に残っている

場面が、悪代官と悪徳商人

（越後屋でしたか？）の密談

の場などとして、屋形船が

登場していました。

　また川には、多くの橋が架

かっております。双方に道

がある所にしか架けられて

おりません。

　ただ、今でも橋の架かって

いない川には、町と町を結

ぶ道として、「渡し船」が活

躍している所があります。

　私の年度も、今日で5月も

最後であります。残すところ

後4回の例会です。

　本年度、私の為に多くの

船を出していただきました。

　会長を仰せつかってから、

しっかりした「道」ばかりでは

ありませんでした。時として

橋の無い川もありました。自

分で起こした問題を、自分

で解決できない場合、多く

の先輩諸兄様に、「橋渡し」

をして頂き、感謝しておりま

す。

　また、多くの方々にも、た

びたび「助け船」を出して頂

き、時には「渡りに船」もあり

ました。また、台湾まで乗船

して頂き、心強い思いでもあ

りました。真にこの友情を

「フレンドシップ」というので

しょう。

　私にとって今は全て、一生

の「宝船」となりました。

　社会集団の一員である限

り、好むとこのまざるとにか

かわらず、何らかの問題が

生じます。その時に橋にな

ってくれる人が傍らにいて、

一緒に橋を渡ってくれるな

らば、幸せでしょう。

　あの長嶋茂雄さんが、言

っておられます、「人生、山

あり谷あり」と言いますが、

「人生、山あり海あり」ですと、

「谷」に突き落とす沈む重力

では、はい上がって来ること

が出来ない。からだを押し

上げる「海」の浮力に乗るこ

とであると。

　八尾ロータリークラブは、

真に素晴らしい人間形成の

創れる場であると、終わりに

近づくにつれて強、強く感じ

ております。

　まだひと月ありますので、

気を引き締めていきたいと

思いますので、最後までよ

ろしくお願い申し上げます。

　本日は、スピードアップの

時代、たまには、ゆったりと

流れる大川を、揺れながら、

変わりゆく風景を見ながら、

そして、「浮力を感じながら」、

交流を深めていただきたい

と思います。

　しかし、本日は、川の上で

すので、地に足がつくまで

は油断することなく、対岸ま

で泳げる体調を考えて、飲

んでいただきますようにお

願い申し上げます。

▼26日（金）ＩＭ第4組新旧

合同会長幹事会が開催さ

れ、新旧会長・幹事が出席

しました。

▼27日（土）地区の青少年

奉仕部門正福委員長会議・

ワークショップが開催され、

吉田・野村会員が出席され

ました。

▼6月1日（木）大阪水都ＲＣ

御披露パーティーが開催さ

れます。会長、井川会員が

出席されます。

▼6月2日（金）八尾市内８ク

ラブ交換会が開催されます。

会長・次年度会長・幹事が

幹　事　報　告 

会 長 の 時 間



出席されます。

▼6月3日（土）次年度のた

めの地区会員増強セミナー

が開催されます。菅野・田

中会員が出席されます。

▼6月4日（日）地区インター

アクト新入生歓迎会が開催

されます。田中・吉田・中西

（広）・西会員が参加されま

す。

▼職業奉仕委員会・

　　長竹　浩　委員長

　先週例会後の勉強会には

多数のご参加をいただき、

ありがとうございました。また

資料が必要な方は、お申し

出ください。

　

卓　　　話

移動例会を開催

その他の報告

「文楽と私」

▼豊竹呂太夫様



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

5/17

5/24

5/31

会員数

58

58

58

出席

41

44

36

（内出席規定適用免除者）

7

8

4

メークアップ

2

出席率

77.36％

81.48％

72.00％

確定出席率

81.13％

５月合計額　 　 １８３，０００円

年度累計　　３，０８３，１００円

 
感謝の気持ちを
　　　ニコニコに！

国際ロータリー
2017-2018年度
テーマ　ロゴ

今 後 の 予 定

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

ロ ー タ リ ー の 目 的

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、
これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある：

第１　知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること；

第２　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値
　　　　あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン
　　　　各自の職業を高潔なものにすること；

第３　ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および
　　　　社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること；

第４　奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを
　　　　通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。

月 火 水 木 金 土 日

理事会

月
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