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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「それでこそロータリー」

●ビジターの紹介

　　　豊中RC　ＲＹＬＡ委員　北村公一様

●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」　

　　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　

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

8/2　馬渕治好様　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

8/9　寺坂哲之会員

8/23　「会員増強フォーラム」

　　　　　会員増強委員会　田中康正委員長

8/30　八尾市長　田中誠太様

9/6　「ロータリーの友月間に因んで」

　　　　　クラブ広報委員会　柏木武生宜委員長

9/13　宇野泰正会員

ニコニコ箱について

　本日の会長の時間は会員の皆様からお寄せ頂

いています(ニコニコ) についてお話しさせて頂こう

と思います、皆様ご承知のとおり、ニコニコ箱とは、

例会場で会員が自由意志で善意の寄付金を入れ

る箱です。

　会員が家族、事業等で何か嬉しいことやおめで

たいことがあったとき、また何かで失敗したり、迷惑

をかけたとき、お世話になったお礼などをニコニコ

をもって披露し、嬉しいことや、喜びならば分かち

合い、失敗ならばユーモアで苦笑し、例会をにぎわ

わせて親睦を増進する役割もしています。

　勿論集まったお金は、奉仕活動資金となります。

第2733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



当クラブでも組み入れており、全体のクラブ運営費

の14％をしめております、ニコニコは任意の寄付で

すから、金額や頻度に関する制限はありません。つ

まり臨時の収入な訳ですから、クラブの運営費に当

てるのは健全性の見地から適切でないとされてい

ます。原則としてはそうなのですが他のクラブやそ

の年度の財政状況によっては運営費に充当してい

るところ、特に会員数の少ないクラブなどでは少な

くないようです。

　ニコニコ箱はスマイルボックスとも言われたりする

ので、てっきりアメリカのロータリーが行っている慣

習を踏襲したものとお考えの方も多いと思いますが、

この名前は日本が発祥です。かつて東京RCと大阪

RCがその元祖争いをしたと聞いております。しかし

記録としては大阪が2ヶ月ほど早かった様です。

　昭和11年７月に始まり、初めはペナルティボックス

の形式で始まり、遅刻や早退などに対して強制的

に取り立てるというものだったそうです、海外でもこ

れに似たファインボックスというものがあります。

　例えば、初期のシカゴロータリーでは、年会費は

徴収せずに運営されていて、食事は済ませてから

例会をしていました。そこで欠席した会員や、会合

の出欠の返事を出さない会員から、罰金として50セ

ントを徴収していましたが、そのやり方に反発する

会員も出て来て、ポール・ハリスは「会員に対する

罰金制度は、会員の権威を傷つけるのでやめよう」

となり、その後はお祝い事やお互いの喜びを披露

し合う ものに変えていったようです。

　大阪RCクラブでも自然発生的に今のニコニコ箱

になりました。確かに課せられた罰金を仏頂面で納

めるのでは、ニコニコというわけにはいきませんね。

東京ロータリーのニコニコ箱は関東大震災の被災

孤児へクリスマスの贈り物をすることを目的に始まっ

たそうです。

　ニコニコ箱は世界中何処でもあるものではありま

せん。しかし皆様自身のレポートとして、また気持ち

を表すツールとしてニコニコを活用して下さる事は、

間接的に会員同士の情報交換だと思いますし、

たったそんな事で身近に感じる事もあるかもしれま

せん。信頼し会える仲間作りに、このすばらしいシ

ステム、ニコニコ箱を利用してください。

▼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催されました。中西（広）、

西、野村、吉田会員が出席されました。

▼15日、地区の公共イメージ向上セミナーが

開催され会長、幹事、柏木委員長、事務局

で出席しました。

▼20日に金光八尾高校で、インターアクトク

ラブの奉仕活動が実施されます。

▼23日、地区ローターアクトの献血活動が実

施されます。

▼青少年奉仕委員会・野村　俊隆　委員長

　明日、金光八尾高校で夏期奉仕活動とし

て、玉串川の清掃を行います。お時間ござい

ます方は、ご参加ください。

▼親睦活動委員会・山本　昌市　委員長

　先週の初親睦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。

　またこの次は、10月に一泊の旅行を予定し

ております。

幹　事　報　告

そ　の　他　の　報　告



「活動計画」

▼クラブ広報委員会・柏木　武生宜　委員長

　内外に八尾ＲＣの素晴らしさを周知し、認知

度向上に努めます。

　会報を作成、発行します。会報のデザインは、

前年度から少し変更しました。本文を３列組み

から２列組みに変え、見やすい紙面にしました。

　また最終ページには、菅野会長のスケッチ風

景画も紹介しています。このほかＱＲコードも掲

載しております。これを取り込むと、クラブの

ホームページにいけるようになっています。

　またホームページの運営、管理、フェイスブッ

クの更新も行います。「ロータリーの友」も毎月

紹介し、My Rotary も普及に努めます。

　このほかにも、八尾RCを紹介する動画の作

成を計画しています。

▼職業奉仕委員会・飯田　寛光　委員長

　職業奉仕は、報酬を目的とする職業と、報酬

を目的としない奉仕がいっしょになっていること

から、理解が難しい概念と言われます。

　世間でのＲＣの認識についてインターネットな

どで調べると、あまり明確なイメージは持たれて

いないようです。

　しかし、他の団体には職業奉仕という概念は

ありません。職業奉仕こそが、ロータリーの特徴

であると言えます。この特徴を、会員増強にも

つなげていきたいと考えています。

　また会員が、ディスカッションなどで職業奉仕

について考える機会も設けていきたいと思いま

す。「職業奉仕」とは、今の時代に必要な考え

方ではないか、という思いで一年間頑張ってい

きたいと思っております。

▼社会奉仕委員会・児林　秀一　委員長

　地域に密着した事業を検討してまいります。

市民の安全・安心につながるまちづくりを進め

「八尾に住んでいてよかった」「ずっと住みた

い」と思ってもらえるような、まちの活性化や防

犯活動などに取り組んでいきたいと考えていま

す。

　クリスマスのイルミネーションで、明るい八尾の

まちにしていくことも計画しています。これがま

た、防犯活動にもなると思います。

　このほか、近年は引きこもりが増加しており、

社会問題になっています。子どもだけでなく、

成人でも不登校や引きこもりが見られます。

　就労支援を行うなどして、できれば継続的に

取り組んでいきたいと考えています。

▼国際奉仕委員会・松井　良介　委員長

　台北東ＲＣとともに、貧困救済の一助となる事

業を検討していきたいと考えています。そうした

問題を、卓話で紹介することも考えています。

　台北東ＲＣへの訪問を今後どうしていくか、共

同で事業ができないか、などについて、考えて

まいります。

　またフィリピン・セブ島では、まだ貧しい地域

が多くあります。現地の子どもたちを助けること

できないか、検討しているところです。現地の視

察も含め、セブRCにも訪問したいと思います。

▼ロータリー財団委員会・福田 隆教 委員長

　会員の皆様の、ロータリー財団への理解を深

めるよう努力します。

　年次基金はお一人150ドル（16,800円程度）

目標にご協力をお願いします。またポリオプラ

スには、50ドルをお願いしたいと思います。さら

にベネファクターをクラブから１名輩出したいと

考えています。

　ロータリー財団が今年、100周年を迎えます。

財団に関する、最新の情報をお伝えしていきた

いと思います。

　またロータリーカードの紹介もいたします。新

たにダイナーズも加わりました。カードの利用額

に応じて、自動的に寄付が行えるものです。

　ポリオについても皆様に詳しくご説明しながら、

撲滅への道を考えていきたいと思います。

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

7/5

7/12

7/19

会員数

54

54

54

出席

43

41

43

うち出席規定
適用免除者

12

9

10

メーク
アップ

1

出席率

86.00％

87.23％

89.58％

確定
出席率

88.00％

▼菅野会長　本日オブザーバー参加してい

ただきました木下様どうぞごゆっくりなさって

下さい。

▼宇野副会長　良い事が有りました。

▼長竹幹事　8月16日（水）例会は盆休みです。

▼佐々木名誉会員 バッジ忘れ。例会欠席

お詫び。

▼村本会員　山本隆一さんお世話になりました。

▼山本（昌）会員　初親睦会、多数ご参加協

力頂きありがとうございました！

▼中川（廣）・野村会員　良い事が有りますよ

うに。

▼山本（勝）会員　やっと梅雨が明けました。

おめでとうございます。

▼小林・幡田会員　例会欠席お詫び。

▼笠井会員　良い事が有りました。

▼飯田・松井会員　本日卓話宜しくお願いし

ます。

▼田中会員　木下様、本日はようこそお越し

下さいました。ごゆっくり見学して下さい！親

睦旅行欠席お詫び。

▼柏木会員　本日卓話よろしくお願いします。

相馬さんお世話になりました。

▼津田会員　ニコニコ御協力頂き有難うござ

いました。

▼山陰会員　本日茶道部、おけいこの日で

す。例会後、山徳へお越し下さい。

▼澁谷会員　良い事が有りそうです。

▼吉田会員　いつもニコニコありがとうございます。

▼西村会員　先週の親睦旅行ありがとうござ

いました。

▼藤田会員　親睦旅行、お疲れ様でした。

ニ　コ　ニ　コ　箱

←　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

月 火 水 木 金 土 日

理事会

「自然の中で」（休会）

インターアクト海外研修（香港・マカオ）

月 火 水 木 金 土 日

会員増強・新クラブ
結成推進月間

月

月 火 水 木 金 土 日

金光八尾高校
文化祭

クラブ協議会
（ガバナー補佐）

理事会

地区ロータリー
財団セミナー

基本的教育と
識字率向上月間／
ロータリーの友月間月

今 後 の 予 定
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