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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　陳　韋宏様

●出席報告

●お誕生日お祝い

　　　寺坂　哲之・山本　勝彦・

　　　友田　　昭・児林　秀一　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　　「ロータリー財団月間に因んで」

　　　　ロータリー財団委員会　福田隆教委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

11/8　「男のストレスをアロマで癒す」星野知子様

11/15　「リーダー研・自然の中で」

　八尾市小・中学校生活指導研究協議会会長　

　　　　久保博義様　

　八尾市教育委員会事務局学校教育部指導課

　　　　指導主事　宮本　圭様

11/22　「私を語る」

　　　　藤田隆司会員・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

　本日は2、3の報告事項がございます。

　まず10月7、8、9日に行われた秋のライラにつ

いてお話しさせていただきます。

　豊中ロータリークラブのホストと言う事で、千里

阪急ホテルで開催されました。八尾ロータリーは

20名の登録があり開講式、閉会式とも多くのメン

バーが参加していただきました。先方会長から

登録と参加のお礼のコメントをいただき、次回担

当クラブとしての役割と、面目が立ったと喜んで

います。

　また閉講式ではライラ旗の引き継ぎがあり、其

処にありますライラ旗を預かってきました。そのあ
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と次回ライラのホストクラブとして挨拶と内容の説

明、PRの時間を頂きました。

　窓からは太陽の塔が間近に見えるこの地は、

私達の年代の者にとっては特別な場所で、1970

年に人類の進歩と調和をテーマに開催された大

阪万国博覧会を思い出します。私事ですが未来

都市を思わせるパビリオンが建ち並ぶ会場を見

て、建築に携わる仕事に夢を膨らませた事を思

い出します。

　48年たち時代も大きく変わりましたが、受講者

の未来が輝かしいものになって欲しいと思いまし

た。

　さて12日に日航ホテルで、四和会が開催され

ました。各クラブからの現況報告がありましたが、

どのクラブも会員数の減少に苦慮しており、会員

増強の話が多かったようです。

　それから柏原ロータリークラブが、例会を月３回

に変更すると、話されました。これも入会者の負

担の軽減と経費の削減等の理由に依るものと思

いますが、これは暫定的な変更で、結果を検証

し最善な方向を探るのが目的であると言われま

した。

　それぞれで色々工夫され、クラブライフの充実

を図られています。それがそのクラブの個性でも

あるとも思います。個性を発揮し参加しよう、の地

区スローガンを思い起こしました。

▼次週25日は、例会を休会いたします。

▼12日に四和会が開催されました。

▼11月2日に「少年を守る日」の駅前街頭啓

発が行われます。ご参加いただける方は、よ

ろしくお願いいたします。

▼本日例会後、RYLA実行委員会を開催し

ます。

▼親睦活動委員会・山陰　恭志　副委員長

　親睦旅行の予定表を本日お配りしておりま

す。集合は鶴橋駅です。しまかぜの停車時

間が３分程度しかございませんので、時間厳

守でお願いいたします。

　現地ではバスで移動します。また伊勢神宮

では、ジャケットとネクタイ着用でお願いいた

します。

▼国際奉仕委員会・松井　良介　委員長

　14～17日に宮川副委員長、児林会員ととも

にフィリピン・セブのRCを訪問してまいりまし

た。事業の調査で先方とお話しましたが、現

地では問題が山積しており、学校に通えな

い子どもも数多くいるようです。

　先方から支援希望のリストをいただきました

ので、委員会で検討した上で改めてご報告

したいと思います。

▼クラブ研修委員会・中川　將　委員長

　11月8日の例会後、委員会を開催します。

会員満足度アンケートの結果に基づき、テー

ブルミーティングでフォーラムを行いたいと考

えています。会員増強と会員満足度につい

て話し合っていただきたいと思います。その

節は、多数のご出席をお願いいたします。

▼指名委員会・村本　順三　委員長

　本日例会後、指名委員会を開催します。委

員の方はご出席ください。

▼社会奉仕委員会・児林　秀一　委員長

　先日、地区の委員長会議に出席してまいり

ました。薬物乱用防止の募金への協力要請

がございました。募金箱をまわしますので、ご

協力をお願いいたします。

▼ゴルフ同好会・稲田　賢二　会員

　明日の四輪会は、天候不良のため中止と

なりました。次回は３月に予定しております。

幹　事　報　告

そ　の　他　の　報　告



「会者定離（えしゃじょうり）」

▼山田　隆章　様

　

　こちらのクラブの松本様は、兄のように敬愛

しております。また例会にお呼びいただき、

ありがとうございます。

　先日の八尾河内音頭まつりでは、池尻様を

筆頭にギネス新記録を達成されました。まさ

に八尾の金字塔として、誇りに思います。あり

がとうございました、そしておめでとうございま

す。

　８月に大学の同窓会があり、58人が集まり

ました。ホテルの部屋には「お願い」と書かれ

たファイルがございました。「当ホテルは地球

にやさしいホテルを目指している」として、連

泊でシーツなどもう一日使ってくださる方はこ

のファイルをベッドの上に置いておいてくだ

さい、などと書かれていました。

　またＪＲに乗りますと「地球にやさしいＪＲ貨

物」との看板が目に入りました。

　昨今のこの「地球にやさしい」という言葉に

は、非常に疑問を感じます。

　地球と人間と、いったいどちらが先に生ま

れたのか。地球ができたのは、人類が誕生

するはるか前のことです。人間が「地球にや

さしく」とは、どういうことでしょう。「地球の恩

恵に感謝している」というのが普通ではない

でしょうか。これは完全に、人間の思い上がり

ではないかと感じます。

　自分一人で生きていると思っていては、苦

悩や怒り、愚痴も出てきます。しかし、みんな

によって生かされていると考えると、自然と感

謝の気持ちが出てくるはずです。

　皆様は会社を経営されていますが、その経

営者が「みんなに働かせてやっている」という

気持ちではだめだと思います。「みんなが働

いてくれるおかげで」という気持ちが大切で

す。

　最近感心したのは、６月に亡くなられた小

林麻央さんです。夫の市川海老蔵さんという

若い夫と小さな子どもを残し、この世を去られ

ました。一番つらいのは、間違いなく麻央さ

んのお母さんでしょう。「自分が代われるもの

なら」と一番思われたのではないでしょうか。

私たちの想像する以上に、つらいお気持ち

だと思います。

　かの吉田松陰も、亡くなったときは29歳とい

う若さでした。

　家族、従業員、RC会員の皆様、必ずいつ

か別れが訪れます。生きている人は必ず死

ぬ、死に絶対に例外はない。そういう気持ち

を忘れずに、生きていきたいものです。

▼山田隆章様　本日よろしくお願いします。

▼菅野会長　山田隆章様、お久しぶりです。

本日も卓話よろしくお願いします。

▼宇野副会長　山田隆章様、卓話よろしくお

願いいたします。

▼長竹幹事　山田隆章先生、有難うございま

す。

▼佐野会員　山田様、卓話有難うございます。

楽しみにしております。

ニ　コ　ニ　コ　箱

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

10/4

10/11

10/18

会員数

55

55

55

出席

42

41

36

うち出席規定
適用免除者

9

10

10

メーク
アップ

3

出席率

87.50％

83.67％

73.47％

確定
出席率

93.75％

 
感謝の気持ちを
　　　ニコニコに！

▼松本会員　山田様いつもありがとうござい

ます。本日は卓話よろしくお願い致します。

▼中西（啓）・濱岡会員　例会欠席お詫び。

▼笠井会員　良い事が有りました。

▼山本（勝）会員　山田隆章様、本日はよろ

しくお願いします。

▼小林会員　宇野さん、いつもありがとうござ

います。例会欠席お詫び。

▼田中会員　山田隆章先生、日頃は大変お

世話になり、ありがとうございます。本日、卓

話、宜しくお願いします。例会欠席お詫び。

▼津田会員　山田隆章先生、本日の卓話よ

ろしくお願いします。

▼松井会員　宮川さん、児林さん、セブ島ま

でおつきあい頂きありがとうございました。

▼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 濱岡さん、写真ありがとうござい

ます。

▼児林会員　松井さん、宮川さん、お世話に

なりました。例会欠席お詫び。

▼福田会員　みなさまニコニコいつもご協力

ありがとうございます。山田様本日は卓話よ

ろしくお願い致します。

←　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

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

月 火 水 木 金 土 日

忘年家族会

理事会

（例会休会）

月

疾病予防と
治療月間
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