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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「四つのテスト」

●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　　「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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

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

　先週は初例会、会長所信という事で、非常に緊張し

た一日でした。そして四輪会の各クラブの表敬訪問も

あり、嵐のような一週間でした。今日はその辺を振り

返って、初例会と表敬訪問についてお話させて頂きた

いと思います。

　初例会に関しましては、エレクトの今年に入ってから、

徐々にそろそろ考えないといけないなと、プレッシャー

がかかってまいりました。ただ、理事予定者会議で、

皆様の前で発表するという事もございまして、各委員

長さんたちとも話し合い乍ら、また、幹事とも話をしな

がら、方針のほうは決まっていったような状況です。

　当日の採点は非常に年齢のせいもあり滑舌も悪く、

あまり評価に値するようなものではございませんでした。

一生懸命やらさせて頂いたのですが、まだまだ不足な

部分もあります。しかし、一年たてばもう少し上手くお

話しできると思います。

　内容につきましては、奉仕部門についてはもう少し

第2732回　例会　プログラム

会　長　の　時　間

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



話したほうがよかったかと、予定者会議の中で、各五

大奉仕の委員長と話し合いながら、私の思いはその

中で組み込んでいただいて、今日から各委員長さん

それぞれの基本方針が発表されますが、そのなかで

奉仕のほうの思いは、発表して頂けるかと思います。

そのあたりをご了解願いたいと思います。

　それから各3クラブ、八尾東ＲＣさん大阪柏原ＲＣさん、

そして八尾中央ＲＣさんの表敬訪問はこの一週間の

間に、幹事と二人で済ましてまいりました。

　本当に歓迎を受けまして、四和会、四輪会で顔なじ

みの方もおられますし、野球のほうでも存じ上げてい

る方もおられますので、そういうところについては行っ

ても、楽な気分でやらせて頂きました。

　ただ、東さんも中央さんも例会の場所が変わりました

ので、以前と雰囲気はずいぶんと変わりました。雰囲

気が変わるというより、やはり人数ですね、各それぞれ

今の人数の約倍くらいのメンバーの方がおられた時期

ですね、我々も90人近くいた時に比べると、少し寂し

い気がいたします。クラブの存続も危ぶまれていると

言うようなことを、これは、会員レベルの話、また友人と

言うレベルでの話でございますが出たこともございま

す。

　我々親クラブとして、どのような対応をしていかなけ

ればならないのかとか言う事も、私なりにいろいろ考え

て、提案できればなと思うのですが、こればかりは中々

難しいと思います。それぞれ皆様のクラブのプライドも

ありますし、小さくても良さもあります。

　確かに奉仕活動とかいう意味では、少ない人数では

資金もないので、奉仕活動は出来ませんが、非常に

ピンポイントの的を射た活動をされておって、そして親

睦も十分にとられているというような気がしています。

　ですから、少ないから決して悪いというわけではない

と思うのですが、皆さんやはり八尾クラブの例会をみて

「羨ましい」という声が聞こえました。ですから我々も、

その辺のところで見本となって良い部分は伸ばしてい

きたいと思っております。

▼７日に八尾青年会議所の５周年記念式典が開

催され、会長・幹事で出席しました。

▼15日に地区インターアクトの海外研修オリエン

テーションが開かれます。中西（広）・西・野村・吉

田会員が出席します。

▼15日に地区の公共イメージセミナーが開かれ、

会長・幹事・柏木会員・事務局で出席します。

▼これに伴い、14日午後は事務局代休とさせてい

ただきます。

▼大阪フレンドRC　・　深江　慎介　会長、

　　　　　　　　　　　　　　小西　亮介　幹事

　当クラブはおかげさまで、19年目のスタートとなり

ました。会員数は現在26名で、平均年齢が50歳と

若い構成になっています。このため活動内容も、

清掃など体を使ったものも取り入れています。

　次年度の20周年に向けて努力してまいりますの

で、今年度もよろしくお願いいたします。

▼クラブ広報委員会・柏木　武生宜　委員長

　今年度のＲＩ・ライズリー会長の写真が表紙に掲

載されています。会長はご夫婦でロータリアン、そ

して2人とも地区ガバナー経験者だそうです。

　オーストラリアの方ですが、入会動機は会計事

務所をされていることから卓話を要請されて、ＲＣ

に興味を持ったそうです。

　サンドリンガムRCのチャーターメンバーとして入

会されましたが一度、退会を希望されています。

理由は、アメリカのカリフォルニアで女性会員を入

会させたことが違反とされたことに憤りを感じたか

らだそうです。

　その後、RIの定款も女性会員を認めるように変

更されました。そして、奥様も入会されたそうです。

　またガバナー紹介の記事で、第2660地区の片

山ガバナーも掲載されていますので、ご覧くださ

い。

　講演記録は「減塩と健康寿命について」のお話

です。こちらもご一読ください。幹　事　報　告

表 敬 訪 問 ご 挨 拶

ロ ー タ リ ー の 友 紹 介



▼親睦活動委員会・藤田　隆司　委員

　本日例会後、初親睦会を開催します。バスで出

発しますので、ご乗車ください。

「活動計画」

▼クラブ管理運営委員会・宇野泰正 副会長

　一年間よろしくお願いいたします。会長の方針

に沿うように、精一杯頑張っていきたいと思います。

　それぞれの会員の会社にプラスになるように、ま

た出席するのが楽しいクラブにしていきたいと考

えています。

　会員の持つ情報を出し合うことが、ＲＩテーマの

「変化をもたらす」につながります。またそれぞれ

の個性を身につけて、和の心を持ち魅力あるクラ

ブにしていきたいと思います。

▼SAA・吉田　法功　委員長

　秩序正しく、楽しい例会にしていきたいと思いま

す。月１回、工夫した座席指定を実施し、演台に

花を置きます。

　皆様にご協力をお願いするニコニコ箱は、コメン

トを重視して紹介していきます。在籍表彰の記念

品はクロスのボールペン、ご夫人誕生日にはお米

の詰め合わせをお贈りします。

　一年間、よろしくお願いいたします。

▼会員増強委員会・田中　康正　委員長

　職業分類を見直し、入会につなげていきます。

また退会防止に向け、インフォメーションとクラブ

フォーラムも実施し、増強につなげます。

　今年度は８名の増強を目標にします。すでに本

日も２名がご見学にお越しいただき、さらにもう一

人ご紹介をいただいているところです。

　近年は保護司会の入会がRCへの入会とワン

セットのようになっており、いいことかなと感じてい

ます。

　会員数については質、量ともに大切です。当委

員会だけでなく、クラブ全体の問題ですので、皆

様のご協力をお願いします。

▼出席委員会・稲田　賢二　委員長

　一年間よろしくお願いします。出席率の向上を

図り、100％例会を設定したいと思います。また皆

出席者を表彰します。

　先日卓話にお越しいただいた服部芳樹ＰＧの冊

子によりますと「ロータリーは例会から始まった。入

会する＝例会に出席する、ということ。出席は全会

員のクラブ奉仕活動である」とのことです。

▼親睦活動委員会・山本　昌市　委員長

　本日も例会後、今年度の初親睦会として京都を

訪問いたします。

　また秋の１泊旅行は、10月28～29日に伊勢方面

を訪れる計画です。

　忘年家族会は12月13日、ヒルトンホテルにて開

催します。

　このほか春の日帰り旅行を５月下旬に予定して

います。

　委員会一同、心を込めて活動にあたりますので、

ご協力をよろしくお願いいたします。

▼プログラム委員会・小谷　逸朗　委員長

　例会の半分を占める卓話は、重要な役割を果た

しています。会員の意識向上のためにも、楽しく、

ためになるようなプログラムを作っていきたいと考

えております。皆様もご協力をよろしくお願いいた

します。

　会員から卓話者をお願いし、会員向けの研修に

も力を入れていきたいと思います。パストガバナー

にも卓話をお願いし、勉強する機会にしたいと考

えております。

　ＲＩの特別月間にも、それぞれ担当の委員長に

話していただきたいと思います。一年間よろしくお

願いいたします。

▼クラブ研修委員会・中川　將　委員長

　歴史と先輩に恵まれた八尾RCで、研修を進め

ていきたいと考えております。

そ　の　他　の　報　告

卓　　　話



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

6/28

7/5

7/12

会員数

58

54

54

出席

45

43

41

うち出席規定
適用免除者

8

16

16

メーク
アップ

1

出席率

83.33％

86.00％

87.23％

確定
出席率

85.19％

　会員がロータリーのことを理解できるようフォーラ

ムを開催し、新入会員向けのフォーラムも行う計

画です。

　また、卓話でも研修できるようなプログラムを取り

入れ、会員が成長できる環境が整ったクラブにす

るための一助になるよう、委員会としても努力して

まいります。

▼大阪フレンドＲＣ会長深江慎介・幹事小西亮介

様　表敬訪問ご挨拶。

▼菅野会長　大阪フレンドＲＣ会長・幹事様早々

の表敬訪問ありがとうございます。又、オブザー

バーの皆様、ごゆっくりして下さい。

▼宇野副会長　よろしく。良い事が有りました。

▼長竹幹事 　大阪フレンドＲＣの会長・幹事様有

難うございます。

▼居相会員 初親睦会欠席お詫び。皆様、おいし

いもの楽しんで来て下さい。

▼寺坂会員　そのうち良い事があるでしょう。

▼中川（將）会員　北野様ようこそいらっしゃいまし

た。どうか当クラブに御入会いただければ幸いで

す。大阪フレンドＲＣ深江様、小西様ようこそ。

▼山本（昌）会員　本日、初親睦会参加の皆様ご

協力の程、よろしくお願い申し上げます！

▼中川（廣）会員　良い事が有りました。でももっと

良い事がありますように。

▼山本（勝）会員　野球部の皆様、昨日の練習参

加ありがとうございます。

▼笠井会員　旅行欠席お詫び。

▼川田会員　初親睦会欠席お詫び。ごめんなさ

い！！

▼田中会員　本日、卓話宜しくお願いします。増

強活動にご理解ご協力宜しくお願いします。

▼濱岡会員　本日親睦旅行よろしくお願い致しま

す。

▼柏木会員　山本昌市様、ありがとうございました。

田中康正様、お世話になりました。親睦旅行欠席

お詫び。

▼松井会員　友田様ようこそお越し下さいました。

▼奧谷会員　在籍内祝い。例会欠席お詫び。

▼山陰会員　山本（昌）さん、田中さんありがとうご

ざいました。

▼澁谷会員　親睦旅行気を付けて行ってきて下さ

い。いつもニコニコありがとうございます。

▼吉田会員　本日、副幹事します。よろしくお願

いします。ニコニコありがとうございます。

▼児林会員　親睦旅行よろしく御願いします。

▼西村会員　皆様、本年度も宜しくお願い致しま

す。本日、親睦旅行お願いします。例会欠席お詫

び。

▼中西（広）会員　先週例会欠席しまして申し訳

ありませんでした。在籍内祝い。

▼福田会員　ゲストの友田さん、北野さん、ようこ

そお越し頂きました。本日はゆっくりおくつろぎ下

さい。

ニ　コ　ニ　コ　箱

←　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください
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