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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「国歌」「奉仕の理想」

●ゲストの紹介

　　　馬渕治好様　

　　　米山奨学生　陳　韋宏様

●ビジターの紹介

　　　大阪東RC　地区大会実行委員会

　　　　委員長　山本武男様

　　　　登録受付委員長　堀　　隆様

　　　　委員　　川口秀司様

●出席報告

●在籍表彰

　　会員年次表彰

　　　在籍２３年　山口智士会員

●お誕生日お祝い

　　小林成禎会員（還暦）

　　吉田法功・奥谷英一・中西広美・新宮一誓・

　　宮川　清・稲田賢二会員

●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

「2018年に向けての世界経済・市場展望」

　馬渕　治好　様 （ブーケ・ド・フルーレット代表）

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

8/9　「わが社の歴史」　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」

　　　　地区クラブ広報・公共イメージ向上委員会

　　　　山西陽佑委員様（高槻東RC）

9/13　宇野泰正会員

　梅雨が明け、本格的な夏がやって参ります。皆様、

熱中症、夏バテに気を付けられ、十分な睡眠 や水

分補給、十分な栄養をとってこの夏を乗り気って頂

第2734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



きたいと思います。

　昨日、ちょっと良いことがあったのでその話からし

たいと思います。

　最近、島根県の松江市に、現場があるのでよく行

きます。昨日も朝イチの新幹線で岡山経由松江に

電車で行きました。車だと片道４時間一人だと大変

なので大概電車です。

　昨日は着けばあいにくの大雨で、米子辺りから

「着いたらコンビニで傘を買っていくしかない」と

思っていたのですが、ふと「会長の時間」の原稿を

考えていたら、４つのテストの貸し傘の話を思い出

しました。

　ちょうどバス停の前の観光案内に入り、バスの時

間を調べながら「貸し傘ってありますか？」と聞いた

ら、綺麗なお嬢さんが「はい、ありますよ」と言って、

奥から立派な傘を持って来てくれました。骨が番傘

のようにあり、買えば5000円は下らない様な立派な

貸し傘でした。

　「島根商工会議所女性会祝50周年、だんだん傘」

と書いてありました。「だんだん」とは方言で、「あり

がとう」という意味だそうです。その傘を借り、一日

現場を回りました。何か松江商工会議所女性会の

皆様とちょっとふれあった様な気がして、良い1日に

なりました。

　さて本日は、７月最後の例会です。ちょっと早いと

思いますが、１ヶ月を振り返って話をさせて頂きた

いと思います。よく「始まったら、もう半分終わったよ

うなもんや」と言われます。まだまだその様な心境に

はなりなせんが、ひとつの峠は越えた様な気がしま

す。

　思えば今年に入って、理事予定者会議を重ねて

参りました。本年は、会議のあとは必ず食事、飲み

会をすると、親睦もかねての会議でした。各委員会、

理事の皆さんと討議をし、積み上げたものが私の

所信であり、３週に渡り発表して頂く各委員会の基

本方針、活動方針です。

　来月から、各委員の活動も活発になってきます。

会員皆様の今後益々の御協力をお願いしまして、

会長の時間を終わります。

▼赤い羽根募金で集まった17,963円を、送

金させていただきました。

▼九州北部豪雨災害への義援金の要請が

届いております。募金箱を回しますので、ご

協力ください。

▼全国ロータリー囲碁大会の案内が届いて

おります。

▼12日に地区ローターアクトの合同委員会

が開催され、田中・西会員が出席されました。

▼23日に地区ローターアクトの献血活動が

実施されました。

▼豊中RC・北村　公一　様

　秋のRYLAセミナーを当クラブでホストさせ

ていただきます。10月7～9日に開催予定で

す。ご指導と、多数のご参加をどうぞよろしく

お願いいたします。

▼笠井　実　会員

　美食の会をつくろうかと、検討しております。

これまで数回、試行を重ねてまいりました。参

加者の年齢層も幅広く、新たな交流が広がる

のではないかと期待しております。

　また次回の開催が決まりましたら、ご案内い

たします。

▼青少年奉仕委員会・野村　俊隆　委員長

　28日に青少年奉仕、インターアクト、米山

で合同の委員会を開催します。

▼地区ローターアクト委員会・田中康正委員

　23日に地区ローターアクトで、献血活動を

行いました。井川・川田・西・藤田会員とで参

加しました。

　年間600人を目標に街頭で献血をお願いし

ておりますが、この日だけで318人から採血さ

せていただきました。

幹　事　報　告

秋のRYLA　のご案内

そ　の　他　の　報　告



　皆様もまた機会がございましたらご参加、ご

協力をお願いいたします。

「活動計画」

▼越中八尾50周年特別委員会・

　　　澁谷　登志和　委員長

　友好クラブの越中八尾ＲＣ様が今年度、創立

50周年を迎えられます。

　まだ詳細は決まっていないようですが、12月3

日に記念事業を、また来年3月4日に記念式典

を富山駅前の全日空ホテルで開催される予定

です。当クラブからもメンバー多数で参加した

いと思っております。詳細が分かり次第、報告さ

せていただきます。

▼青少年奉仕委員会・野村　俊隆　委員長

　「自然の中で」が今年も、8月17～18日に開催

されます。これまでは２泊でしたが、今回は１泊

に変更されました。また事業の予算書を、事前

に提出してもらうようにしました。

　８月には他にも「リーダー研」が開催されます。

地区主催の青少年事業にも参加してまいりま

す。秋のRYLAにも参加し、当クラブがホストす

る春のRYLAでも、積極的に役割を担っていき

たいと考えております。

　子ども食堂については、市内でもまだ歴史が

浅い取り組みですので、今後どのように関わっ

ていくのかを検討中です。

　川田副委員長とともに地区にも出向し、がん

ばってまいります。ご指導、ご協力をお願いい

たします。

▼米山委員会・大槻　恭介　委員長

　米山は今年度、全国組織設立60周年の節目に

あたります。今年度も皆様に、お１人あたり３万円

のご寄付の協力をお願いしたいと考えております。

　米山の寄付金は、普通寄付金と特別寄付金に

分かれます。普通寄付は各クラブで決めた金額を

集めます。当クラブでは、半期ごとに2,500円をお

願いしています。

　特別寄付は、米山月間である10月にお願いす

る予定です。昨年度の当クラブの平均寄付額は、

25,446円でした。

　奨学生の選考は毎年７月に行われ、３人に１人

が合格しています。昨年度は当地区で45名の奨

学生を受け入れています。当然ながら寄付金額

が増えれば、受け入れできる人数も増えます。

　米山学友で活躍している方も多く、一例を紹介

します。また今月、米山の総会に参加したところ、

当クラブでお世話していた三宅建さんにもお会い

しました。最近はとても忙しくされているようでした

が「機会があれば当クラブの事業にも参加したい」

とおっしゃっていました。

▼インターアクト委員会・中西 広美　委員長

　インターアクトクラブの素晴らしさを広めていき

たいと思います。多くのRCメンバーにも参加を

呼びかけてまいります。

　先週は玉串川の清掃を、金光八尾のインター

アクターとともに実施しました。

　また来月には、香港・マカオで地区の海外研

修が開催されます。

　９月には金光八尾の文化祭で恒例のバザー

を実施する計画ですので、ご協力をお願いい

たします。

　金光八尾のインターアクトクラブは、今年も１

年生が14人入部してきたそうです。

▼クラブ戦略計画委員会・居相英機 委員長

　当委員会は今年度で、３年目を迎えます。委

員会の構成は変わっておりません。常任委員と

役職委員で構成しています。

　今年度のＲＩ会長が取り上げている３つの項目

が、まさに戦略計画がやろうとしていることと一

致しています。

　クラブでも今年度は、アンケートをとってみた

いと考えております。会員の満足度アンケートと

して、皆様が「どういうクラブでありたい」と考え

ておられるのか、などについてまとめてみたいと

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

7/12

7/19

7/26

会員数

54

54

54

出席

41

43

39

うち出席規定
適用免除者

9

10

9

メーク
アップ

1

出席率

87.23％

89.58％

82.98％

確定
出席率

89.36％

思います。皆様のご協力をお願いいたします。

▼豊中ＲＣ北村公一様　秋のＲＹＬＡに多数

ご参加のほど、お願い申し上げます。

▼菅野会長　豊中RC北村公一様、本日はラ

イラのＰＲご苦労さんです。私達も来年５月ホ

ストになりますので、ご指導お願いします。

▼長竹幹事 北村様ようこそいらっしゃいました。

▼佐々木名誉会員 バッジ忘れ。例会欠席

お詫び。

▼坂本会員　暑中お見舞い申し上げます。

▼寺坂・中川（將）・山本（昌）・中川（廣）・井

川・稲田・飯田・津田・新宮・山陰・児林・小

谷・山本（隆）・藤田・相馬会員　写真有難う。

▼山本（勝）会員　楽しいことがありますように。

▼笠井会員　とっても良い事が有りました。

▼田中会員　宮川・松井会員先日はありがと

うございました。７月２３日、地区ローターアク

ト献血運動へ井川・藤田会員参加頂きありが

とうございました。

▼濱岡・中西（広）会員　写真有難う。例会欠

席お詫び。

▼柏木会員　佐々木先生お世話になりまし

た。山本隆一さんありがとうございました。い

い事がありますように。

▼澁谷会員　卓話宜しく。

▼吉田会員　ニコニコありがとうございます。

写真有難う。

▼野村会員　卓話よろしくお願いします。写

真有難う。

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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