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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「我等の生業」

●ゲストの紹介　友田　昭様

●ビジターの紹介

●表敬訪問ご挨拶

　　大阪フレンドＲＣ　・　会長　深江慎介様

　　　　　　　　　　　　　　  幹事　小西亮介様

●出席報告

●お誕生日お祝い

　坂本憲治・川田　隆・西　秀樹

　井川孝三・菅野茂人会員

●ロータリーの友紹介

●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　　「活動計画」　

　　クラブ管理運営委員会　宇野泰正副会長

　　会員増強委員会　田中康正委員長

　　出席委員会　稲田賢二委員長

　　親睦活動委員会　山本昌市委員長

　　ＳＡＡ委員会　　吉田法功委員長　

　　プログラム委員会　小谷逸朗委員長

　　クラブ研修委員会　中川　將委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

7/19　「活動計画」

　　　　クラブ広報委員会　柏木武生宜委員長

　　　　職業奉仕委員会　飯田寛光委員長

　　　　社会奉仕委員会　児林秀一委員長

　　　　国際奉仕委員会　松井良介委員長

　　　　ロータリー財団委員会　福田隆教委員長

7/26　「活動計画」

　　　　越中八尾50周年特別委員会

　　　　　　　　　　　　　　　澁谷登志和委員長

　　　　青少年奉仕委員会　野村俊隆委員長

　　　　米山委員会　大槻恭介委員長

　　　　インターアクト委員会　中西広美委員長

　　　　クラブ戦略計画委員会　居相英機委員長

第2731回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

ロータリー：変化をもたらす　国際ロータリー 会長　イアン H.S. ライズリー

国際ロータリー　第2660地区　テーマ

個性を活かし、参加しよう　国際ロータリー 　第2660地区  ガバナー　片山　勉

八尾ロータリークラブ　テーマ　和の心を持ち、魅力あるクラブライフを　 会長　菅野　茂人



　昨年度の山本会長・山陰幹事・田中副会長はじめスタッフの

皆様本当にご苦労様でした。エレクトの立場で理事会にも参加

させて頂き、横で勉強させて頂きました。

　当初は問題も多々あり不安でしたが、だんだん良くなる法華の

太鼓、終わりよければすべて良しで、会長のリーダーシップ、幹

事の努力、副会長のパワーで見事にやり遂げられ、最後は強い

結束力が生まれたのではないでしょうか。

　私達も昨年度に負けないよう頑張る所存でございます。この一

年さらなるご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

▼米山総会が２日に開催され、奨学生の陳さんと大槻委員

長に出席いただきました。

▼八尾青年会議所の５周年式典が７日に開催され、会長・

幹事で出席します。

▼ローターアクトが地区で献血を実施します。出欠を回覧

します。

▼各クラブへ会長、幹事で表敬訪問します。7日に八尾東

RC、11日に大阪柏原RC、同日に八尾中央RCを訪問しま

す。また26日、大阪フレンドへ、宇野副会長が訪問します。

▼本日のお弁当に入っているパイナップルは、石垣RCに

移籍された今西会員からいただいたものです。

▼6月30日に水野会員が退会されました。

▼大阪柏原・三田 昌孝 会長、巽 教 幹事

　当クラブでも昨日、今年度の初例

会を開催させていただきました。こ

れからもよろしくお願いいたします。

▼八尾東RC・大松 桂右 会長、高岡 正和 幹事

　幹事ともどもまだまだロータリー歴が浅いのですが、ご指

導よろしくお願いいたします。

　また今年度は当クラブがロータリーデーのホストを務めさ

せていただき、４月１４日に開催予定です。よろしくお願い

いたします。

▼八尾中央RC・松尾 汎 会長、露原 行隆 幹事

　当クラブは人数が少ないので、この会場に驚きました。今

年度は当クラブでもいろいろと事業を

計画しております。ご支援をよろしく

お願いいたします。

▼親睦活動委員会・相馬　康人　委員

　次週例会後、初親睦会を開催します。バスで出発し、京

都の知恩院を参拝します。まだお申し込み可能です。

「会長所信表明」

▼菅野　茂人　会長

　歴史と伝統、そして実績ある八尾ＲＣの会長を務めること

を身に余る光栄と思い、強い信念をもって邁進する所存で

ございます。皆様方のご支援、ご協力を賜りますよう宜しく

お願い致します。

　さて2017-2018年度国際ロータリー会長イアン・ライズリー

氏は昨年サンディエゴで開催された国際協議会で，これか

らも続けていくロータリーの目標において環境問題と地球

温暖化の抑止が極めて重要であると訴えられ、世界中から

集まった地区ガバナーに向けてＲI会長テーマを発表され

ました。

　テーマは「ROTARY：MAKING A DIF F ERENCE 　ロー

タリー：変化をもたらす」と発表されました。これは、私たち

は奉仕を通じて人々の人生に変化をもたらすと信じている

からです。医療・教育・世界平和等その活動は誰かの人生

を良くしていることを知っているからです。私達は活動し続

けるのはロータリーで充実感を得ることが出来るからです。

毎週、毎年、変化をもたらすロータリーのメンバーであること

が誇りだからです。と、発表されました。

　そして私たちの第2660地区ガバナー・片山　勉氏は、

ロータリーの基本理念と奉仕活動の充実、実践を願い、

PETS及び地区協議会で、魅力・元気・個性をキーワードに

「個性を活かし参加しよう」と、スローガンを発表されました。

　単純な表現ですがそれぞれのクラブの個性を活かしなが

ら、ロータリー活動を推進しようという意味であります。先日、

地区協議会に訪問されたガバナー補佐・百済様から説明

がありました。

会　長　の　時　間

幹　事　報　告

表 敬 訪 問 ご 挨 拶

そ　の　他　の　報　告

卓　　　話



　そして、次年度の具体的目標として、

１．基本理念と奉仕活動の実践

２．戦略計画(将来構想)の推進

３．[公益財団法人]ロータリー米山記念奨会設立50周年

４．ポリオ撲滅

５．公共イメージ向上

と、五つの目標を掲げられました。

　さて、本日のメインであります2017-2018年度の八尾ＲＣ

会長方針の発表に移りたいと思います。少し私の話になり

ますが、八尾ＲＣに入会したのは1999年、中谷武夫会員、

山畑会員の紹介で入会させて頂きました。皆様に拍手で

迎えられ入場した時のことを今でもはっきり覚えております。

それ程私にとってロータリーに入会したことが大きな出来事

でした。素晴らしい先輩、友人に巡り合え、共に活動できた

ことは大きな財産です。

　ここの商工会議所から東へ、外環へ向かって車を走らせ

ますと、玉串川を過ぎた場所に五月橋の高架道路がありま

す。この高架を下った場所が現在事務所と住まいがある所

で、昔は万願寺と呼ばれていました。両親共々同じ出身で、

私もそこで生まれ育ちました。恐らくここで骨を埋めると思い

ます。この高架道路を上ると東に信貴の山々がよく見えま

す。八尾ロータリー賛歌に東に連なる信貴の峰と言う歌詞

があります。　まさに北に生駒山から高安山、信貴山そして

金剛山と繋がる信貴の峰が一望できます。

　私はこの景色が好きで、春は桜・モクレン等、花で色づき

ます。秋は紅葉、夏の新緑といつも目を楽しませてくれます。

　先ほど、ロータリー賛歌の話が出ましたが、作詞：戸田孝

先輩　作曲：松下先生で私たちがいつも誇りに思っている

ロータリーソングです。今週は幹事に無理を言って、この歌

を歌って頂きました。

　この2番の歌詞に遠き聖の教えありと言う歌詞があります。

この聖とは聖徳太子の事で、教えとは聖徳太子の17条憲

法の一文・・・和をもって尊しとなす・・・だと、作詞された戸

田先輩の意図がと察しられます。和をもって尊しとなすとは、

良い結果を求め諍うより、仲良く事を進めることが大切であ

ると教わりました。八尾ＲＣのバナーにも事務局の入口にも

この和の文字が掲げられています。和の国日本を象徴する

文字でもあります。和をもって尊しとなすという精神は我々

のクラブの奥底に流れている気質でもあります。

　そこで、本年の八尾ＲＣのテーマを「和の心を持ち魅力あ

るクラブライフを」とさせて頂きました。下段の魅力あるクラ

ブライフは会員の皆様が充実したクラブライフを享受してほ

しいという思いと、もっと魅力あるＲＣにしていきたい、いう願

いを込めての「魅力あるクラブライフを」です。

　理想のクラブに関しては、足りているところ、努力しなけれ

ばならない所があると思いますが、これもクラブの個性でも

あり、全てが理想的なクラブなんてあり得ない事かも知れま

せん。

　さて、話が変わりますが、次週から2週に渡り各委員会の

活動方針の発表がありますが、その前に本年の組織につ

いてお話したいと思います、

　概ね、例年の組織と変わりがありませんが変わった部分を

説明いたします。まず来年5月に行われる春のライラのホス

トクラブと言うことでライラ実行委員会を作らせて頂きました。

委員長に井川会員にお願いしておりますがクラブ全体の事

業ありますので皆様にもそれぞれの分担があるかと思いま

すので宜しくお願い致します。

　又、越中八尾が50周年を迎えられますとのことで、それを

考え越中八尾特別委員会を新設致しました。

　インターアクト委員会も担当から委員会として組織しまし

た。後、特筆すべきなのは地区への出向者が多いという事

です。ライラの事もありますが総勢12名の出向者がおります。

ライラ、インターアクトを通じ地区との関りも多くなる年になる

と思います。

　最後になりますが、本年度テーマに沿って活動方針・重

点目標を発表したいと思います。

１．会員の増強につきましては60周年に向けて70名以上の

増強目標とし、退会者の防止も含め・・・

２．クラブ戦略計画実行委員会及研修委員会の協力を　

フォーラム等を通じ女性会員、継続事業細則の見直し等協

議検討していきたい。

３．例会の卓話の充実等クラブ奉仕部門の充実によるクラ

ブの魅力度の向上

４．社会奉仕委員会による地域活動

５．ライラ及出向者への協力

６．越中八尾50周年

　今年度一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

▼菅野会長　本日の初例会あいにくの雨の中ご出席ありが

とうございます。本年一年よろしくお願いいたします。

ニ　コ　ニ　コ　箱



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 ▼ 柏木武生宜　　副委員長 ▼ 相馬　康人
委 　員 ▼ 中島　　孝夫　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

6/21

6/28

6/21

会員数

58

58

54

出席

43

45

43

うち出席規定
適用免除者

7

8

12

メーク
アップ

0

出席率

81.13％

83.33％

86.00％

確定
出席率

81.13％

▼宇野副会長　一年間よろしくお願いします。

▼長竹幹事 　1年間宜しくお願い致します。

▼佐野会員 菅野会長はじめ執行部の皆様宜しくお願い致

します。

▼中島会員　傘寿祝ありがとう！

▼高井会員　会長就任おめでとうございます。ご夫人誕生

日。

▼居相会員　菅野新会長と執行部の船出をお祝いします。

一年間頑張って下さい。。

▼坂本会員　菅野会長・宇野副会長、新役員スタートごく

ろう様。誕生内祝い。

▼中西（啓）会員　菅野会長はじめ執行部の皆さん一年間

よろしくお願いします。。

▼池尻会員　今年度もよろしくお願いします。

▼寺坂会員　ＳＡＡの皆様1年間御苦労様です。

▼中川（將）会員　菅野年度御出発おめでとうございます。

大阪柏原ＲＣ、八尾東ＲＣ、八尾中央ＲＣの会長・幹事様よ

うこそ。

▼山本（昌）会員　菅野会長のご活躍をお祈り申しあげま

す！

▼中川（廣）会員　菅野新会長1年間よろしくお願いします。

▼山本（勝）会員　菅野会長、本年もよろしくお願い致しま

す。

▼井川会員　本日もよろしくお願いします。

▼小林会員　よいことがありました。

▼笠井・吉本・新宮・幡田会員　在籍内祝い。

▼飯田会員　今年度も1年間宜しくお願いします。在籍内

祝い。

▼川田会員　在籍内祝い。誕生内祝い。

▼田中会員　菅野年度の出航！おめでとうございます。皆

様、本年度も宜しくお願い致します。

▼濱岡会員　菅野丸の船出を心よりお祝い申し上げます。

▼柏木会員　菅野会長はじめ理事役員の皆様、初例会お

めでとうございます。

▼津田会員　今年度もよろしくお願いします。

▼松井会員　国際奉仕宜しくお願いします。

▼山陰会員初例会おめでとうございます。年次表彰内祝い。

▼澁谷会員　本日菅野会長1年間宜しく。

▼吉田会員　今年度ニコニコよろしくお願いします。

▼宮川会員　菅野会長年度初例会おめでとうございます。

▼野村会員　今年度もよろしくお願いします。在籍内祝い。

▼児林会員　初例会おめでとうございます。ご夫人誕生日。

▼小谷会員　今年度も頑張ります！

▼福田会員　村本会員、ＳＬすごかったです。

▼相馬会員　綺麗なお花、ありがとうございました。ご夫人

誕生日。

日時：２０１７年７月５日（水）

承認事項

1.委員会構成表の件

2.2017-18予算の件　

3.上半期会費請求書の件

4.各クラブ表敬訪問の件

5.名誉会員の件

6.インターアクト活動費の件

7.インターアクト海外研修費の件

8.節目祝いの件

9.八尾ＲＣ細則・内規の件

10.地区運営資金・地区活動資金・地区

大会資金送金の件

11.出席規定適用免除者確認の件

12.事務局代休の件

持ち回り理事会議事録
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