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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」

●ゲストの紹介　　山田隆章様

●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　　「会者定離（えしゃじょうり）」

　　　　　　　　　　　山田　隆章　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

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

　今日は、多額の建築費等で何かと話題になった、新国立

競技場の話したいのですが、現在設計の見直しで着工が１

年2ヶ月程遅れ大変厳しい行程の中進んおります。

　もう皆さんの記憶も薄れていますが、今年の3月に過労の為

23歳の現場監督が自殺した事件がありました。先日、関係業

者81社に労基法の違反を確認し是正勧告した記事が掲載さ

れていました。これで過剰な残業時間が公になり、国や業界

に波紋を投げかけています。

　さて建設現場には発注者、設計管理者、請負業者（ゼネコ

ン）、下請け業者（サブコン）が、設計図に基づき建物の完成

を目指しているのですが、其処には工期、コスト、工事の安

全等のリスクが常に大きく関わります。近隣問題もあり作業は

８時から17時が原則ですが、現場監督となるとそんなわけに

いかず、朝は現場の始まる1時間前から準備をし、現場作業

が終わると図面のチェック、発注者、管理者、本社への報告

書作成、請求書のまとめ、明日へ準備と仕事は山のようにあ

り、徹夜する事もしばしばです。土曜日も職人が休まないの

で、出社する事が当たり前になっています。

　昔は飯場と言う施設があり、遅くなれば宿泊もできたのです

が、労基法の関係で現場にはそのような施設は現在は皆無
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です。疲労の上、工期やコストのプレッシャー、それに現場は

常に危険な場所でその安全対策も監督の仕事です。正に3K

と言われています。しかしやり遂げた時の達成感、早く一人

前に成りたいと言う気持ちが彼らを動かしていることは事実で、

彼の遺書からも感じ取れます。

　では、どうすれば改善出来るのでしょうか。答えは簡単です。

労基法の厳守と、十分な工期、そして適切な建設費での請

負が出来れば現場環境は良くなります。

　しかし現実は、発注者は少しでも安く、早く、良いものをと願

うのは常であります。請負業者は他社との競争でギリギリの受

注額を設定し、工期は下請け業者の協力と根性で乗り切ると

受注します。設計者も許可等に時間がかかり過ぎ、おまけに

無理なデザインをし工期を圧迫します。これが現実です。

　さて新国立競技場なのですが、今回の是正勧告を受け、

余計に厳しい状況なるでしょう。今回採用された大成建設の

案は木材を多用した複雑なデザインで、竹中工務店の案より

難易度の高い設計であるというのが、専門家の評価でありま

す。今さら後にもどりませんが、デザインを簡略し工期の短縮

化を図るしか道は無いのかもしれません。

▼7～9日に秋のRYLAが開催され、当クラブか

らも18名が参加しました。

▼12日に四和会が開催され会長、副会長、幹

事、事務局で参加します。

▼15日に米山レクリエーションが行われ、奨学

生の陳君も参加予定です。

▼秋の親睦旅行を移動例会にする予定でした

が、25日（水）例会を休会扱いとします。従って

メークアップされる必要はございません。

▼本日例会後、片山ガバナーとともに記念撮

影を行います。

▼クラブ広報委員会・吉本　憲司　委員

　ＲＩ会長メッセージは、ポリオ撲滅についてです。今月

24日は世界ポリオデーです。

　今月は米山月間で、特集記事が掲載されています。

米山記念奨学会は、今年で財団設立50周年を迎えます。

　また九州北部災害義援金の報告と御礼が紹介されて

います。このほか、日本のロータリーが2020年に100周

年を迎えるにあたっての記事も、ご一読ください。

▼青少年奉仕委員会・野村　俊隆　委員長

　青少年健全育成市民会議より「少年を守る日」の啓発

活動への協力依頼が届いております。11月2日朝に、市

内の各駅前で街頭啓発を行います。回覧しますので、

参加できる方はご協力をお願いいたします。

　また野球部ですが、ガバナー杯野球大会の第3戦を日

曜に行い投手戦の末、４－４で引き分けました。これで

今季は１分け２敗とです。次は勝ちたいと思います。

「ガバナー公式訪問」

▼国際ロータリー 第2660地区

　　　 片山　勉　ガバナー

　

　九州北部の豪雨災害では、多額の義援金をいただ

き、ありがとうございました。また八尾ＲＣ様には、春

のRYLAのホストをお受けいただいております。どうぞ

よろしくお願いいたします。

　そして何より、地区への多大なるご理解をいただい

ており、ありがとうございます。今年度、八尾ＲＣ様か

ら地区へは、12名もの方をお送りいただいております。

これは地区内でも３番目の多さで、ガバナー輩出の

大阪東、次年度ガバナーを輩出する大阪南に次ぐ

数です。厚く御礼申し上げます。

　八尾ＲＣ様は創立57年の伝統と実績のあるクラブで

堅実に運営されており、基盤がしっかりしており、しか

も個性あるクラブだと認識しております。何より地区で

も存在感があり、他クラブの模範にもなっています。

幹　事　報　告

そ　の　他　の　報　告

ロータリーの友紹介

卓　　　話



　地区では今年度、クラブの支援を一層強化し、地

区とクラブの距離を縮めたいと考えております。相互

理解が深まるような地区運営をしてまいります。

　さて2017-18年度　国際ロータリー会長　イアン・ラ

イズリー氏が掲げるRIテーマは、

「ROTARY：　MAKING A DIFFERENCE」

　　　ロータリー：変化をもたらす

です。世界には120万人の会員がおり、その一人一

人が独自の目標と優先を掲げ、独自の解釈でロータ

リーを理解しています。ロータリーにとって重要なこと

は、「どのような団体か」ではなく「何をしているか」で

す。過去112年間にロータリーは徐々に成長し、成熟

し、会員と地域社会の変わりゆくニーズに対応しなが

ら大きく変わってきましたが、根底にあるものは変わり

ません。それは、奉仕を通じて地域社会と世界に変

化をもたらしたいという願いであり、ロータリーはそれ

を実現できる人が集まった組織であるということです。

　ロータリアンは、どのような奉仕の方法を選んでも、

奉仕を通じて人々の人生に変化をもたらすことがで

きます。各ロータリークラブが、それぞれ独自の奉仕

の方法を選択することが重要であり、それが今年度

のテーマです。

RI第2600地区ガバナー方針

　ガバナー方針は、このRI会長テーマをうけて『個性

を活かし、参加しよう』と決めました。これはロータリー

の基本理念と奉仕活動の充実と実践を表しています。

具体的目標

①　基本理念と奉仕活動の実践

②　戦略計画（将来構想）の推進

③　公益財団法人ロータリー米山記念

　　　　奨学会財団設立50周年

④　ポリオ撲滅

⑤　公共イメージ向上

　ロータリーの基本理念である「奉仕の理念」の根幹

は、親睦と職業奉仕です。ロータリーはリーダーシッ

プと人材育成の場であり、若い世代には人生が変わ

る機会であり、中堅世代には自己啓発の機会、年長

世代には次の世代に伝える機会があるでしょう。

　そしてロータリーの奉仕活動は年齢・性別・職業を

異にする多様な会員が、各自の特性に応じて参加

することに意味があります。例えば若い世代は行動

力、テクノロジー、情報力を活かし、中堅世代は知識、

企画力、熱意を活かし、年長世代は経験、人脈、資

金、時間を活かして、それぞれロータリーの奉仕活動

に参加することができます。各ロータリークラブは「魅

力ある・元気のある・個性のある」クラブを目指して戦

略計画（将来構想）を立案・推進してください。

　また地域の特性やニーズに応じた奉仕活動を重点

的に継続し、進化させ、ロータリーとは何か、何をして

いる団体なのかを地域社会に理解してもらうよう努め

て下さい。

　今年度RI会長がロータリーの奉仕活動について繰

り返し述べていることは「成果の見える化」と「成果の

持続可能性」です。

　ロータリアン・ロータリークラブの特性（個性）に応じ

た奉仕活動を行う上で、この２点を考慮し、必要な手

段と手続きをロータリーの主権者であるクラブが自主

的に判断し、自らの責任において行動することです。

年次寄付年間目標

①ロータリー財団 年次寄付　１名あたり　＄150

②ポリオ撲滅　　　　　　　　　　 １名あたり　＄ 50

③ベネファクター　　　　　　　　各クラブ　　１名

④米山　　　　　　　　　　　　１名あたり　30,000円

⑤会員増強　　　　　　　　　各クラブ　　純増２名

⑥マイロータリー登録率　　　 50％　以上

　ロータリアン・クラブが光り輝き、皆様のご活躍が心

に残る一年になりますことを願います。

▼菅野会長　本日は片山ガバナー公式訪問あり

がとうございます。最後まで、宜しくお願い致しま

す。

▼宇野副会長　片山ガバナー本日よろしくお願い

します。ご夫人誕生日。例会欠席お詫び。

▼長竹幹事　片山ガバナー有難うございます。西

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

9/27

10/4

10/11

会員数

55

55

55

出席

40

42

41

うち出席規定
適用免除者

10

9

10

メーク
アップ

2

出席率

81.63％

87.50％

83.67％

確定
出席率

85.71％

さん、お世話になりました。

▼松本パストガバナー　片山ガバナーようこそお

越し下さいました。本日はよろしくお願い致します。

▼佐野会員　片山ガバナーよくおいで下さいまし

た。よろしくお願い申し上げます。

▼高井会員　片山ガバナー本日はよろしくお願い

致します。誕生内祝い。

▼中川（將）会員　片山勉ガバナー、辰野久夫地

区幹事、ようこそ。

▼山本（昌）会員　片山ガバナー様、本日、ご指

導のほどよろしくお願い申し上げます。

▼中川（廣）会員　佐野さん、今日はありがとうござ

いました。

▼井川・川田・吉本会員　片山ガバナーようこそ

おいで下さいました。ご指導よろしくお願いします。

▼笠井会員　例会早退お詫び。

▼澁谷・吉田会員　いつもニコニコありがとうござ

います。

▼宮川会員　ご夫人誕生日。

▼野村会員　ライラお疲れ様でした。宮川さん、

久しぶりにお会いできてうれしいです。

▼西村会員 季節の替わり目ですね。皆様、カゼ

などに気を付けて下さいす。

▼小谷会員　ご心配おかけしました。元気になり

ました。例会欠席お詫び。

▼福田会員　片山ガバナーご訪問ありがとうござ

います。

←　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

日時：２０１７年１０月１１日（水）

承認事項

１.１０月２５日（水）例会休会の件

持ち回り理事会議事録

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

（例会休会）

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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