
▼卓話予告

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
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ロータリー親睦活動月間

　先週の移動例会による屋形船に多数

のご参加頂き、有難う御座いました。親

睦を深める良い機会となりました。いよ

いよ私の本年度の最後の月が、音もなく

静かにやって来ました。6月の空と言え

ば日本人にとっては梅雨空ですが、ヨ

ーロッパでは一年の内で雨が最も少な

い明るい美しい空だそうです。ジューン・
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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
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人類に奉仕する
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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2727回  例会  プログラム

vol.56
No.45

2017 6
14

▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング

　　　「我等の生業」

▼ビジターの紹介

　ガバナー補佐

　　林　芳繁様（大阪柏原ＲＣ）

　ガバナー補佐エレクト

　　百済　洋一様（東大阪中央ＲＣ）

▼出席報告

▼ロータリーの友紹介

　　　藤田　隆司　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　　「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

▼閉　会　「点　鐘」

 

会 長 の 時 間



ブライドという言葉があるように、6月はう

いういしい花嫁にふさわしい、心地よい

季節だそうです。

　そして6月は、ロータリー親睦活動月間

です。ロータリーの中核をなす価値観の

一つである友情を、大切にすべく定めら

れた月間です。

　ロータリーの綱領にある第一項「知り合

いを広めることによって奉仕の機会とす

ること」ですが、これは単に知り合いを広

める事だけではなく、交友関係を発展さ

せる事、即ち友情を深めよ、という意味

も含まれています。個人的な交友関係

は人生の宝です。

　このロータリー親睦活動によって会員

は、生涯にわたる友情を築くだけでなく、

自らの関心を保ち、活動への意欲を一

層高めながらロータリーに積極的に関わ

っていく事ができます。

　クラブで奉仕活動を行い、達成感を持

って気分よく終了できた場合、会員相互

の人間関係は明らかに良くなります。し

かし、もし奉仕作業の過程で意見の不

一致から会員間に感情のもつれが生じ

たり、一部の会員の仕事が評価されず

に不満が生じたならば、たとえその奉仕

活動がどんなに満ちた賞賛や感謝を受

けたものであっても、ロータリーの評価

基準からいうと、成功とはいえません。交

友の絆を強める為の労力は、立派な奉

仕であります。

　RIでは、親睦活動グループの結成に

関する方針を定めています。会員資格

を有するのはロータリアン、ロータリーの

配偶者、及び、ローターアクターです。

　ロータリアンが仲間を増やし親睦を深

め、友情を育み、仲間意識を高めて、サ

ービス活動にたずさわる、心の基盤を共

有する事が出来ます。クラブにおける親

睦活動とは、会員懇親会、家族会、任

意の同好会、趣味の会等がありますが、

クラブの自主性にゆだねられており、あ

る意味において、クラブの活性化には、

欠かせないものと思います。

一方で多くの会員の参加が必要であり、

常に特定の会員しか出席しないというの

では、逆効果になってしまいます。

　如何に多くの会員に親睦活動の重要

性を理解してもらい、クラブの活性化に

つなげるのかが問題であり、一番重要な

サービス活動ではないかと思います。

　そして親睦活動を推進する上で重要

なことは、5つの中核的価値観の中の

「多様性」の尊重ではないでしょうか。あ

らゆる個人、職業、人種、宗教、性別、

戸籍、などを十分に理解し、尊重する事

が大切ではないかと思います。私達の

社会奉仕、クラブ・ライフにおいてもこの

目線は必要です。

　ロータリーは100年以上にわたり奉仕を

通じて友情を育んできました。この成果

を大切にしてこそ、次の世代に引き継ぐ

という信念を共有出来ると思います。

▼１日、大阪水都ＲＣの披露パー

ティーが開催され、会長と井川会

員が出席されました。

▼２日に八尾８クラブ交換会が行

われ山本（昌）会長、次年度菅野

会長、長竹幹事が参加されました。

▼３日に地区の会員増強セミナー

が開かれ、田中・菅野会員が出席

されました。

▼４日に地区インターアクトの新入

生歓迎会が開催されました。

▼本日例会後、新旧合同の理事

会を開催します。

▼次週はガバナー補佐をお迎えし

て、新旧合同のクラブ協議会を開

催します。合わせて100％例会を実

施しますので、皆様のご出席をお

願いいたします。

▼今年度の事業報告書を、まだの

方は速やかにご提出ください。

▼中西　啓詞　会員

　喜寿を迎えることができ、これまで

健康で過ごせたことに感謝いたし

ます。今後も健康に留意しながら、

充実した人生を送っていきたいと

思っております。これからもよろしく

お願いいたします。

▼次年度プログラム委員

会・小谷　逸朗　委員長

　次年度の卓話プログラムを組んで

おりますが、委員長で卓話をされるご

希望などあれば、お知らせください。

▼次年度地区インターアク

ト委員会・吉田　法功　委員

　次年度の海外研修が８月３～６日に

香港・マカオで実施されます。出欠の

確認を本日回覧します。

▼次年度会員増強委員会・

田中　康正　委員長

　３日、地区の次年度増強委員会に

菅野会長エレクトと出席しました。他ク

ラブの事例などの報告がありましたが、

会員増強同好会を作ったクラブもある

そうです。

喜 寿 の お 祝 い

幹　事　報　告 

そ の 他 の 報 告



　当クラブもまだまだ魅力あるクラブと

して工夫、努力できる可能性があると

考えております。また次年度は増強フ

ォーラムも予定しておりますので、皆

様のご協力をお願いいたします。

「活動報告」

▼ロータリー財団委員会・

松村　康司　委員長

（代読：国際奉仕委員会・稲田　賢

二　委員長）

　ロータリー財団は、設立から今年で

100周年を迎えました。委員会では今

年度、会員の皆様に財団についての

説明を行ったほか、年次基金＄160と

ポリオプラス＄60のご寄付をお願いし

ました。また、クラブからベネファクタ

ー１名以上の輩出を目標にしました。

　その結果、年次基金にはお一人平

均で約＄135の寄付をいただきました。

またポリオプラスへの寄付金は、会費

とともに集めさせていただきました。さ

らにベネファクターも１名出すことがで

きました。皆様のご協力をいただき、

ありがとうございました。

▼米山委員会・松井　良介

　委員長

　今年度の卓話でもお話ししましたが、

米山の制度のあり方などに問題意識

を持ち、取り組んでまいりました。奨

学生の選考方法などについて考える

ところを、地区委員長に聞いていただ

いたり、またガバナー補佐がクラブに

来られたときには問題提起をしたりし

ました。

　一方で、奨学生の皆さんのスピーチ

大会を聞きに行ったりもしました。そこ

では、参加者それぞれの思いの差な

ども感じました。特に途上国からの留

学生は「国を背負っている」という気

概を感じました。

　米山奨学制度については、変える

べきところは変えていかなければなら

ないと思います。今年度は残念なが

ら何一つ変わらない状況で、無力感

を感じることもありますが、これからも

がんばっていきたいと思います。

▼SAA・水野 雅由 委員長

　委員会では随時、毎週の例会場で

話し合いながら委員会運営をしました。

ニコニコ箱の設定額は前年と同額で

したが現在、約316万に達しています。

ご協力ありがとうございます。

　例会場の座席につきましては、抽選

による座席指定を１回行いました。

　また例会場で、コーヒーを無料でサ

ービスしました。

　お誕生日のお祝いには靴磨きを、

またご夫人誕生日には中島会員から

ご提供いただいた洋菓子を、さらに

在籍表彰では佐野会員の会社の歯

ブラシセットをプレゼントしました。

　このほか先週に開催しました移動例

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。

▼柏木　武生宜　会計

　日常の入出金の管理と理事会での

会計報告が、主な仕事でした。管理

部門と奉仕部門のお金の使い方につ

いて、チェックしました。

　奉仕部門では今年度は約220万円

の支出で、毎年100万円ぐらいずつ

余っています。繰越金が今年度当初

で500万円程度ある状態です。できる

だけ奉仕につながるように活用してい

ただきたいと思います。

　また今年度は、クラブの銀行印が欠

けていたので、作り直しました。

　さらに中谷会員から退会時に多額

のご寄付をいただいたので、これを活

用してプロジェクタとパソコン、スクリ

ーンを購入させていただきました。残

りの金額は、次年度SAAから名札の

作成の提案がありましたので、ケース

も含め新調したいと考えております。

▼クラブ戦略計画委員会・

居相　英機　委員長

　新入会員のカウンセラー制度を導

入して、約１年半になります。新しく入

会された方には、会長経験者につい

てもらう制度です。

　やはり会長を経験した人は、いろん

なことを学ぶ機会に恵まれます。そう

いう方が新人のそばで相談相手にな

ることは、素晴らしいことだと思います。

　この制度をさらに充実させ、今後は

より中身の濃いものにしていきたいと

考えています。

　今年度は、クラブの活動計画に定

款・細則を収録しました。定款や細則

は、クラブ会員としての心得のようなも

のです。理事会メンバーなどは特に、

よく読んで理解してください。

　今年度は研修会で、16世紀マルチ

ン・ルターの宗教改革から産業革命

や資本主義など、歴史のお話をさせ

ていただいたりしました。

　近年は資本主義の終焉などとも言

われ、資本や貨幣の価値がなくなる

のではないかとも危惧されています。

これから先はいったいどのような社会

になっていくのか、ロータリーでも考

えていかねばならないと思います。

　

卓　　　話



▼四クラブ合同懇親会　会費余り

ました。

▼山本会長　本年度、最終月に入

りました。気を引き締めて参ります

ので、皆々様、よろしくお願い申し

上げます。

▼田中副会長　先日、長居マラソ

ン大会へ更生保護ＢＢＳボクシング

チームで優勝してきました！去年

に続き2連覇です。口から心臓が出

そうになりました。

▼山陰幹事　ご夫人誕生日。

▼佐野会員　移動例会、水野さん

お疲れ様でした。

▼中西（啓）・小山・長竹・相馬会員

　誕生内祝い。

▼寺坂会員　移動例会、欠席致し

ました。

▼中川（廣）会員　良い事がありま

すように。

▼菅野・稲田会員　在籍内祝い。

▼今西会員　例会欠席お詫び。

▼濱岡会員　今期例会も残り少な

くなりました。ニコニコご協力宜しく

お願い致します。

▼柏木会長　本日、卓話よろしくお

願いします。5/24例会欠席お詫び。

本日の合同理事会よろしくお願い

します。

▼松井会員　卓話宜しくお願いし

ます。今週末セブロータリークラブ

にドネーション行って来ます。

▼野村会員　来週６月１４日の例会

は、100％出席をめざしております。

皆様、ご出席よろしくお願いします。

▼西村会員　ニコニコにご協力を

お願い致します。例会欠席お詫び。

▼小谷会員　ゴルフのない世界に

行きたいです。

▼山本（隆）会員　バッジ忘れ。

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

5/24

5/31

6/7

会員数

58

58

58

出席

44

36

39

（内出席規定適用免除者）

8

4

6

メークアップ

0

出席率

81.48％

72.00％

75.00％

確定出席率

81.48％

ニ　コ　ニ　コ　箱

日時：２０１７年６月７日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告

3.プロジェクター購入

4.退会届受理（松村会員）

5.社会奉仕委員会事業報告

（プロジェクター寄贈・手話落語）

6.「交通事故をなくす運動」

　八尾市推進本部委員

7.移籍願い（今西会員）

8.事務局員6/30休み

理事会議事録

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

月 火 水 木 金 土 日

理事会

月
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