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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「八尾ロータリー讃歌」

●ゲストの紹介　　星野　知子　様

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　　クラブ広報委員会　柏木武生宜委員長

●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　　「男のストレスをアロマで癒す」

　　　　　　　　　　星野　知子　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

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

　今日から11月と言う事で、今年もあと2ヶ月とな

りました。最近特に時間の経過が早く感じられま

す。それは今、何かと充実していると言う事でしょ

うか。多くの方々に助けられて会長をさせていた

だいている事に、改めて感謝申し上げます。 

　さて2週続けての台風の到来で、楽しみにして

いた親睦旅行は中止となり、大変残念に思って

います。金曜日の３時に中止の決定をさせて頂

きました。こんな時の会長としての危機管理は、

と問われますが、いささか頼りなくて、まず色々な

方々のご意見を聞き多数決をと思いがちですが、

親睦委員長から「会長に一任しますが、中止にさ

れた方がいいと思います」と言われ、肩の荷が降

りました。

第2746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



　早くから企画していただき、わがままも聞き入れ、

部屋割りも完了して準備万端での中止は、申し

訳なく思っておりました。しかし会社の責任者の

方が多いロータリークラブが、幾ら勢力が小さい

とは言え、台風が来るかも知れない場所へ旅行

するのは如何なものかと言う事で、中止の決定

に理解をして頂きたいと思います。

　今度は春の、台風の来ない時期に計画して頂

きたいと思いますので又、ご参加宜しくお願いし

ます。

　実は私事ですが、先々週の台風21号でも大変

な目に遭いまして、札幌出張がまともに台風と重

なり、前乗りしましたが帰りも帰れず、日帰りの予

定が二泊三日の旅行になってしまいました。お

陰で初雪も経験出来、ゆっくりとした時間を満喫

しました。

　それから25日に大阪フレンドＲＣの例会に幹事

と行って来ました。この話は又の機会に話したい

と思います。

▼先週の親睦旅行は、台風のため中止とな

りました。春に再度、検討したいと思います。

▼次週は地区大会が開催されます。名札を

お配りしましたので、お忘れないようお願い

いたします。

▼薬物乱用防止の募金としてご協力いただ

きました10,715円を送金しました。

▼また、赤い羽根募金の協力依頼が届いて

おります。500円以上寄付された方は、バッジ

をもらってください。

▼本日皆様にポリオ・プラスのポスターをお

配りしております。会社などでの掲示をお願

いいたします。

▼２日朝に「少年を守る日」の街頭啓発キャ

ンペーンが実施されます。ご参加いただける

方は、よろしくお願いいたします。

▼４日、台北東ＲＣの周年記念式典に会長

夫妻が出席いただきます。

▼４日に地区インターアクトの年次大会が開

催されます。吉田・西・大槻会員に参加いた

だきます。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼陳　韋宏　様

　10月7～9日に、秋のRYLAに参加させてい

ただきました。

　青少年のためのプログラムということでした

が、私はまだ日本語学校に通っており、長い

時間、日本語で皆さんとコミュニケーションで

きるだろうかと、少し緊張しました。

　しかし、３日間で関係を深めることでき、うれ

しかったです。他のみんなは、私にはゆっくり

としゃべってくれました。皆さん優しいと思い

ました。

　プログラムの中で、ロータリーのことをいっ

ぱい聞きました。また先輩の学友とも知り合

いになれました。

　そしてグループ対抗の貿易ゲームでは、私

たちの班が優勝できました。いい思い出にな

りました。

　今回のセミナーに参加したおかげで、日本

人の方々との共同作業にも自信が持てるよう

になりました。次もこういう機会があれば、ぜ

ひ参加したいと思っています。

　お誘いいただき、ありがとうございました。

▼クラブ研修委員会・中川　將　委員長

　次週例会後、研修委員会を行いたいと思

います。４つのグループで、先日の会員アン

ケートに対する意見を述べていただきたいと

考えています。ご参加、ご協力をお願いいた

幹　事　報　告

米山奨学生より

そ　の　他　の　報　告



します。

「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

　本日お配りしておりますポリオ・プラスのポ

スターは、事務局の入り口にも貼っています。

２種類ありますので、皆様の会社などにも掲

示ください。また、足りない方はお知らせくだ

さい。

　ロータリー財団は今年、100周年を迎えま

す。しかし設立当初はなかなか理解されず、

苦労も多かったようです。1945年、国際連合

の設立に関わる中で、世界平和にもかかわ

らざるをえなくなってきました。そこで国際奉

仕に取り組むことになったのですが、それを

支援するため、ロータリー財団が多くの補助

金を提供するようになったのです。

　1978年には３H補助金が始まり、周辺より発

症率が高かったフィリピンで初めてポリオワク

チンの投与が行われました。これが今日のポ

リオ・プラスにつながっています。

　現在の財団プログラムは３つあり、

１　ポリオプラス

２　ロータリー平和センター（平和フェロー）

３　補助金プログラム　（2013年に新しい補助

金プログラムを開始）

です。

　財団の原資は皆様のご寄付です。３年前

にご寄付いただいた年次基金と恒久基金の

収益のうち、50％はDDFに、残る50％はWF

に充当されます。

　寄付には４種類あり、年次基金とポリオ・プ

ラス基金、恒久基金、その他の資金に分か

れます。

　「財団の運用状況はどうなっているのか？」

という質問がよくされますが、これについては

「良いときも悪いときもある」ということです。情

報がホームページに公開されています。

　ところでこのロータリー財団ですが、慈善団

体の格付け機関による評価では「９年連続４

つ星」という高い評価を得ています。財政面

の健全性や説明責任などが評価項目です

が、４つ星を獲得しているのは、全体の１％

未満です。

　昨年度の寄付状況を見ますと、当2660地

区は全国でもトップクラスの実績です。

　クラブのロータリー財団委員長の仕事は、

寄付を集めることではなく、財団のことを会員

に理解してもらうことだ、とも言われます。

　今年も皆様のご理解とご協力を、よろしくお

願いいたします。

▼菅野会長　親睦旅行残念でした。又よろし

くお願いします。本日卓話福田会員よろしく。

▼宇野副会長・中川（廣）会員　良い事が有

ります様に。

▼長竹幹事　来週末、地区大会御出席宜し

くお願い致します。

▼佐野会員　本日松下ピアノ先生のお陰で

歌の声がよく出ました。有難うございます。毎

週であればうれしいです。

▼坂本会員　義母102歳で永眠致しました。

藤田会員に大変お世話になりました。例会

欠席お詫び。

▼中西（啓）会員　ご夫人誕生日。例会欠席

お詫び。

▼寺坂・山本（勝）・児林会員　誕生内祝い。

▼村本・津田会員　ご夫人誕生日。

▼笠井会員　福田会員卓話よろしくお願いし

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

10/11

10/18

11/1

会員数

55

55

55

出席

41

36

37

うち出席規定
適用免除者

10

10

9

メーク
アップ

1

出席率

83.67％

73.47％

77.08％

確定
出席率

85.71％

ます。ご夫人誕生日。

▼濵岡会員　少しだけ良い事が有りました。

▼吉田会員　ニコニコありがとうございます。

▼野村会員　例会欠席お詫び。

▼西村会員　松本さん、池尻さん、吉本さん、

川田さん先月はありがとうございました！！

福田さん、卓話がんばって下さい！

▼小谷会員 復活しました。例会欠席お詫び。

▼幡田会員　福田会員卓話楽しみにしてい

ます。

▼藤田会員　坂本会員ありがとうございまし

た。例会欠席お詫び。

▼友田会員　誕生日、お祝いありがとうござ

います。誕生内祝い。

←　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

日時：２０１７年１1月1日（水）

承認事項

1.議事録承認事項

2.会計報告

3.ライラ専用口座開設の件・ライラ実行委

員会予算執行の件

4.大阪ネクストＲＣ１０周年記念式典の件

5.忘年家族会の件

6.八尾ＲＣ　ＰＲ用ＤＶＤ作成の件

7.ホップステップジャンプ事業フォーラム

8.インターアクトクラブ年次大会の件

9.2018-19年度地区出向推薦の件

10.2019-20年度ガバナー補佐立候補推

薦書の件

11.11月9日（木）事務局休み

理事会議事録

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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