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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

　八尾市社会福祉協議会

　　　　　事務局次長　吉原　武　様

　　　　　地域福祉課課長補佐　鈴木　規史様

　　　　　地域福祉課地域福祉係主査　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　柿木　真紀子様

●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　「生活困窮者自立支援法における

　　　　　　　　八尾市の困窮者支援について」

　八尾市社会福祉協議会

　　　　　　事務局次長　吉原　武　様

　　　　　　地域福祉課課長補佐　鈴木　規史様

　　　　　　地域福祉課地域福祉係主査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柿木　真紀子様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

10/4　「米山月間に因んで」

　　　　　米山委員会　大槻恭介委員長

10/11　「ガバナー公式訪問」

　　　　　ＲＩ2660地区ガバナー　片山　勉様

10/18　「会者定離（えしゃじょうり）」山田隆章様

11/1　　「ロータリー財団月間に因んで」

　　　　　福田隆教会員

11/8　　星野知子様

11/15　青少年奉仕委員会　野村俊隆委員長

11/22　「私を語る」北野和男会員・友田　昭会員

11/29　会員増強フォーラム

　　　　　会員増強委員会　田中康正委員長

12/6　松岡伸晃弁護士

　本日は百斉ガバナー補佐、鈴木ガバナー補佐

エレクトに来席していただいています。又後ほど

クラブ協議会にご参加宜しくお願いします。

　会長の時間は地区情報としてガバナー月信の

紹介をしたいと思います。本年は12名の出向と

第2741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



春のライラのホストクラブとして、地区との関わり

が多い年であります。各委員会のセミナー等が

それぞれ開催され、出向会員の方、そして八尾

クラブの各委員長の皆さん、大変ご苦労さんで

す。参加されて得たものを又、クラブで発表して

いただきたいと思います。

　さて９月のガバナー月信ですが、片山ガバ

ナーが識字率向上月間にちなんでコメントされ

ています。先ず、教育を受けられる環境を作る事

が大事である。「平和と紛争解決」や「経済と地

域社会の発展」、また「命を守る」と言う必要もあ

り、それには「水と衛生」と「母子の健康」や「疫病

の予防と治療」が重要なテーマであります。そし

て最後に [人を育てる] 事があります。それには

「基本的教育と識字率向上」 が必要であり、加え

て奨学金制度や青少年奉仕活動があります。そ

れら全てにロータリーは支援の手をさしのべてい

ます。そして一過性でなく、地域社会に根付き、

成果の持続が果たされてこそ、ロータリーが変化

をもたらす事になるでしょう、と述べられています。

　それから、７月1日に亡くなられたサム・オオリRI

会長エレクトの訃報の記事が掲載されています。

オオリ氏はウガンダのカンパラRCのメンバーで

38年間在籍され、その間、彼のリーダーシップに

より、ウガンダで9クラブだったRCを89クラブまで

増やし、またウガンダでの彼の功績を讃え、葬儀

は国葬により執り行われました。

　そして新しい会長エレクトにバハマにイースト

ナッソーRC所属のバリーラシン氏を選出し、９月

1日に正式に宣言された事が掲載されています。

　最後にロータリーの友月間でもあり、友の地区

代表委員の藤田会員の記事が掲載されていま

す。ロータリーアンとして興味深い記事が沢山あ

りますので是非、友月間を機にロータリーの友を

ご愛読ください、

　ガバナー月信は八尾RCのホームページからダ

ウンロード出来ますので、御一読ください。

▼九州北部豪雨の義援金が地区で536万円

あまり集まり、全国で3300万円を超えました。

▼本日例会後、ガバナー補佐をお迎えして

クラブ協議会を開催します。

　2017-18年度　指名委員会を発足

委員長：村本会員

委員：菅野・山本（勝）・佐野・池尻・濵岡・奥

谷・吉田・小谷会員

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員

　16日に金光八尾高校の文化祭が開催され

ました。会長、中西（広）会員と私で参加しま

した。バザーには多数のご協力をいただき、

ありがとうございました。

「RYLAについて」

▼Team RYLA リーダー・田　原至　様　

　ジョン・ウォンジと申します。韓国の釜山出

身で、2006年に来日しました。

　日本のIT企業に就職したのですが、そこの

社長が大阪城北RCの会員で、私もRYLAに

参加させていただき、大阪西ローターアクトク

幹　事　報　告

定 足 数 例 会 を 開 催

そ　の　他　の　報　告

卓　　　話

クラブ協議会



ラブにも参加させていただきました。

　やがてチームRYLAに加わり、リーダーや

ディレクターも経験しました。RYLAとは、

Rotary Youth Leadership Awards（青少年指

導者養成プログラム）のことです。世界では

14歳から30歳までの青少年が対象ですが、

当地区では18歳からとなっています。

　地区の青少年活動委員会とホストクラブ、

チームRYLAと受講生で春と秋にRYLAを開

催しています。

　もともとこの事業は外部に委託して実施し

ていましたが1999年、自分たちでやってみた

ことがきっかけで、それが現在も続いていま

す。ちなみにこのように独自で開催している

のは、当地区のみです。

　チームRYLAの役割は、イベントの円滑な

運営をお手伝いすることですが、我々自身

のリーダーシップを養成することも目的の一

つです。

　チームRYLAで月１回、ガバナー事務所で

定例会を開いたりしています。

　RYLAに参加した人たちは、ライラリアンと

呼ばれています。

　RYLAの事業は現在、３日間で開催されて

います。このうち初日は基調講演などが行わ

れ、２日目にロータリアンとの座談会などが開

かれます。これはいつも好評で、ロータリー

パパが登場します。

　受講生はいくつかの班に分かれるのです

が、各グループに一人、ロータリアンがパパ

役としてつくことになっています。受講生と

ロータリアンが仲良くなっていく、パパの役割

はとても重要です。

　そして３日目は、成果を共有する時間とし

て発表などを行います。

　受講後のアンケート結果を見ると「気づきが

多く、学びにつながったプログラム」として、

座談会を挙げる人も多くいます。

　若い世代はリーダーとの交流も望んでいる

ようで、感想もいろいろたくさんいただいてい

ます。「よかった」という声が多く寄せられてい

ます。

　RYLAセミナーを通じて出来ることは「リー

ダーシップのスキルと人格を養う」「楽しみな

がら友情を培う」などです。

　それではここで参考に、過去にホストしたク

ラブのパパの感想をお聞きください。

　RYLAは受講生だけでなく、ロータリアンもと

もに成長できる貴重な機会だと思います。

　私は日本に来てから何度か「韓国に帰ろ

う」と思ったこともあったのですが、RYLAのお

かげで「やっぱり日本で頑張ろう」と思うことが

できました。そして今では、永住権も取得して

います。

　私の夢は、いつか「日韓RYLA」を実現する

ことです。日本と韓国の青少年が、RYLAで

交流できればとても素晴らしいことだと思いま

す。

　これからもよろしくお願いいたします。

▼菅野会長　本日卓話、ジョン・ウｵンジ様よ

ろしくお願いします。又、２６６０地区ガバナー

補佐百済様、補佐エレクト鈴木様、クラブ協

議会にて御指導よろしくお願いします。

▼宇野副会長　田　原至（ジョン　ウｵンジ）

様、卓話よろしくお願いします。

▼長竹幹事　田　原至（ジョン　ウｵンジ）様、

本日卓話宜しくお願い致します。

▼中西（啓）・児林会員　例会欠席お詫び。

▼中川（將）会員　百済様、鈴木様ようこそ。

田　原至（ジョン　ウｵンジ）様卓話よろしく。

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

9/6

9/13

9/20

会員数

55

55

55

出席

43

39

40

うち出席規定
適用免除者

11

9

11

メーク
アップ

0

出席率

86.00％

81.25％

80.00％

確定
出席率

86.00％

 
感謝の気持ちを
　　　ニコニコに！

例会欠席お詫び。

▼村本会員　大熊さん、メガネの修理ありが

とうございました。バッチリです。

▼井川会員　百済ガバナー補佐ようこそお

いで下さいました。

▼稲田会員　月例、優勝しました。10アン

ダーでした。ちなみに小谷さんはスコア102

でした。児林さんは116でした。

▼笠井会員　良い事が有ります様に。

▼濱岡会員　本日のクラブ協議会に小谷委

員長の代役で出席致します。何卒よろしくお

願い致します。

▼柏木会員　例会欠席お詫び。広報委員会

の皆様お世話かけました。

▼津田会員　例会欠席お詫びと本日、ニコ

ニコ御協力頂き、有難うございました。

▼澁谷会員　良い事が有りそうです。

▼吉田会員　稲田さん、先日ありがとうござい

ました。

▼野村会員　ジョン　ウｵンジさん、昨日はお

疲れ様でした。今日は、卓話よろしくお願い

します。

▼小谷会員　本日のクラブ協議会は所用の

ため欠席させて頂きます。濱岡副委員長、代

役出席よろしくお願いします。

▼藤田会員　吉田さん、先日は急なお願い

に対応していただき、有難うございました。

▼北野会員　うれしいことがありました。

←　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

ガバナー
公式訪問

秋の
親睦
旅行

秋の
親睦
旅行

理事会

例会→
29日（日）に変更

秋のRYLAセミナー
　（～９日）

月

経済と地域社会
の発展月間
／米山月間

月 火 水 木 金 土 日

地区大会（帝国ホテル、
　NHKホール）

理事会

ロータリー
財団月間 月
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