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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

　　　米山奨学生　陳　韋宏様

●出席報告

●在籍表彰

　　会員年次表彰

　　　在籍２８年　池尻　誠会員

　　　在籍１２年　津田伸一会員

　　　在籍　２年　大槻恭介会員

　　　在籍　２年　富田　宏会員

　　　在籍　２年　大熊　勉会員

　　　在籍　１年　相馬康人会員

●お誕生日お祝い

　　　福田隆教・山陰恭志・田中康正・

　　　藤田隆司・居相英機会員

●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　「米山月間に因んで」

　　　　　　　　米山委員会　大槻恭介委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

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」藤田隆司・北野和男会員

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

第2742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



　本日の会長の時間は同好会について話したい

と思います。

　ロータリークラブ会員の親睦を深めるのに大変

効果的な活動の一つが、同好会です。

　会員の趣味や特技を反映させた、いわばサー

クル活動ですが、会員の友好の輪を拡げるのに

役立っています。この同好会を大いに会員の拡

大増強に活用しているクラブがあります。

　その前に、八尾ＲＣの話をさせていただきます。

私が入会した当時は、今よりもう少し多くの同好

会がありました。コーラス部、俳句の会、ランナー

ズクラブ、スキー部、囲碁クラブ等がありました。

　現在は野球部、ゴルフ部、茶道部、ツーリング

クラブ、カラオケ同好会等が有ります。また新た

に美食クラブ、テニス同好会が誕生したと聞いて

おります。

　新しい同好会が出来るのは歓迎すべき事で、

大いに親睦を深めて頂きたいと思います。

　さて冒頭話した同好会を会員増強に役立てて

いるクラブは、京都南ＲＣです。我々と同じイース

トホノルルＲＣの姉妹クラブで、ご存じの方もおら

れると思います。

　以前は京都ＲＣに次ぐクラブでしたが、今では

230名を越える会員を有する、京都で最大のクラ

ブに成長しました。それには、同好会のネット

ワークでの会員の紹介が多くあり、それが会員増

強に繋がっていると言われています。

　現在同好会の数は15あり、珍しい会もあるよう

です。特に野球部はチームも強く、野球部後援

会という同好会が在るほどです。同好会が会員

の友好を深め退会者の歯止めになっているのも

事実で、10年近く前から230名の会員数を維持さ

れています。

　最後に本年のスローガン「和の心を持ち魅力あ

るクラブライフを」の実践に、同好会の活発な活

動が欠かせないものと思います。大いに友好の

輪を拡げましょう。

▼クールビズは、本日で終了いたします。

▼緑の羽根募金で9,890円が集まりました。ご協

力ありがとうございました。

▼30日に地区米山カウンセラー研修会が開かれ、

大槻会員に出席いただきます。

▼地区ロータリー財団委員会・

　　　飯田　寛光　委員

　21日に第3回地区ロータリー財団委員会が開催

され、出席してきました。

　DDFの残高やポリオ・プラスの寄付状況、年次

基金などの報告があり、各クラブからの寄付金の

入金時期などについて、意見を交換しました。

　また３年間務められた宮里委員長が今年度で退

任されることになり、次年度からは八尾中央ＲＣの

福家ＰＧが３年間の予定で委員長を務められます。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員

　金光八尾高校文化祭のバザーは、売り上げが

49,955円に達しました。これを全額、ポリオ撲滅に

寄付していただく予定です。

　物品提供などでたくさんご協力をいただき、あり

がとうございました。来年もよろしくお願いいたしま

す。

「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・

　　　吉原　武　事務局次長　

　本日ご紹介するのは、

まだ試行錯誤中の事業

ですが、皆様からもご意

見をいただきながら、よ

り素晴らしいものにして

いきたいと考えておりま

す。よろしくお願いいたします。

会　長　の　時　間 幹　事　報　告

そ　の　他　の　報　告

卓　　　話



▼地域福祉課地域福祉係・

　　　柿木　真紀子　主査　

　本日は、八尾市より社

会福祉協議会が委託を

受けております事業の

ご説明をさせていただき

ます。

　近年は八尾市でも、生

活保護に陥るリスクのある方や、生活保護を受給

している方が増加しています。こうした方々が経済

的、社会的にも自立することをお手伝いしていま

す。

　自立相談や就労訓練などを中心に、平成27年4

月にスタートしました。相談者の数は年間で300人

以上に上ります。

　そのうち、ひきこもり状態にある方は一昨年度が

4人、昨年度が11人でした。

　特に就労支援について取り組んでいますが、ハ

ローワークや八尾市のワークサポートセンターとも

連携して仕事探しのお手伝いをしております。

　ただ、仕事を探す以前の課題を抱える方もおら

れることから、生活基盤を整えるお手伝いから始

めるケースも多くあります。

　そして働くことに慣れることも重要ですので、本

人の自信をつけるための「中間的就労」も選択肢

の一つです。

　ある30代の女性は現在、老人ホームの掃除の仕

事に就かれています。ただ、定着まではもう少し

見守る必要あるかと考えております。

　また50代の男性は、人間関係うまくいかずに仕

事を辞め、母親の年金で生活していました。やが

てお金が尽きて相談に来られたのですが、自殺も

考えるほど思い詰めていたそうです。まずは自信

をつけるところからスタートしよう、ということで、トイ

レ掃除などの仕事から始めているところです。

　また別の40歳の男性は、とても引っ込み思案な

方です。図書館など趣味で外出をすることはある

のですが、それ以外では出歩かないということで、

まず週1回・２時間の仕事から始めました。

　この中間的就労という就労訓練事業を利用され

た方がこれまでに５人おられますが、全員がその

後、就職が決まられています。一般就労に結びつ

いたのです。

　また、新規の事業として「ホップ・ステップ・ジャン

プ事業（仮称）」というものを検討しています。「ホッ

プ（就労準備事業）」から「ステップ（就労訓練事

業）」で成功体験を積み重ね、「これで働ける、大

丈夫！」と一般就労への準備が整っても、なお不

安が拭えない方もおられます。

　このため、ホップ・ステップから一般企業での就

労につなげる「ジャンプ事業」として、就労体験を

考えています。

　しかしこの「ジャンプ」については法律に定めら

れていないため、八尾市オリジナルの独自の事業

として位置付けられます。

　これらの事業により、一人ひとりのケースに応じ

て、サポートをしていきたいと考えております。

　今後は、フォーラムや受け入れ企業の研修会な

どを実施していきたいと検討しているところです。

　相談には、本人が来る場合もありますし、ご家族

の方が来られる場合もあります。親の年金にぶら

下がっている方も多く、いよいよお金がなくなって

切羽詰まって来られるケースも目立ちます。

　訪問介護などから「ひきこもりの家族がいるので

はないか」との情報が寄せられることもあります。

　こうした方々は、衣食住が揃っていないケースが

多く見られます。

　これからもご理解とご支援をよろしくお願いいた

します。

▼社会奉仕委員会・児林　秀一　委員長　

　今年度の社会奉仕委員会では、フォーラムの実

施を計画しています。また受け入れてもらえる企

業への説明会も開催したいと考えています。

こうした地道な取り組みを、ロータリーとしても支援

していきたいと思っております。



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

9/13

9/20

9/27

会員数

55

55

55

出席

39

40

40

うち出席規定
適用免除者

9

11

10

メーク
アップ

2

出席率

81.25％

80.00％

81.63％

確定
出席率

85.42％

 
感謝の気持ちを
　　　ニコニコに！

▼菅野会長　本日は八尾市福祉協議会より、３名

の方々卓話にお越しになっています。ありがとうご

ざいます。よろしくお願いします。

▼宇野副会長　良い事が有りました。

▼長竹幹事　八尾市福祉協議の皆様、卓話宜し

くお願い致します。

▼佐々木名誉会員　いつもご無沙汰してすみま

せん。例会欠席お詫び。

▼佐野会員　当社の子供用ハブラシ　トム＆ジェ

リーが日本学校歯科医会で、子供ハブラシで初

めて推薦品に指定されました。

▼山本（勝）会員　４５年間の喫煙生活に終止符

を打ちました。

▼中川（廣）・西村・相馬会員　例会欠席お詫び。

▼笠井会員　福田会員よろしくお願いします。

▼吉本会員　いつもニコニコありがとうございます。

▼田中会員　吉原様、鈴木様、柿木様、本日卓

話宜しくお願いします。柿木様、日頃は、更生活

動にご尽力頂き、感謝します。

▼山陰会員　本日例会終了後料亭山徳にてお茶

のお稽古があります。茶道部の皆様お集まり下さ

い。

▼吉田会員　本日、副幹事です。よろしくお願い

します。

▼児林会員　八尾市社会福祉協議会の皆様本

日卓話よろしく。

ニ　コ　ニ　コ　箱

←　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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