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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「四つのテスト」

●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　　「私を語る」

　　　藤田　隆司　会員　・　北野　和男　会員

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

11/29　 「会員増強について」地区クラブ奉仕・

　拡大委員会　藤井眞澄委員長（大阪南ＲＣ）

12/6　  松岡伸晃弁護士

　最近朝晩がめっきり寒くなりました。体調管理

に気を付けて頂きたいと思います。

　先ずおめでたい報告が御座います。皆様ご承

知と思いますが、メンバーの中西会員が旭日小

綬章、津田会員が藍綬褒章とそれぞれ叙勲、褒

章を受けられました。会員を代表しましてお喜び

申し上げます。おめでとう御座います。

　さて地区の報告ですが、先週RI2660地区2017

－18年度地区大会が開催されました。今年は１

日目が帝国ホテル、２日目がNHKホールで開催

されました。

　１日目のそれぞれの分科会で米山奨学生ウ・

エイさん、グローバル奨学生の大森千尋さん、

ローターアクト卒業生のモンゴル、ジャンバットさ

んからの活動報告がありました。

　ロータリアンがあまり知らなかった、奨学生の感

想やその後のロータリーとの関わりや活動が紹

介され、彼らの感謝の気持ちと、我々の寄付金

が有効に使われていることが実感出来て、良

かったと思います。

　夜の会長代理歓迎晩餐会は400人を越える盛

大なパーティーで、演出も良く、参加した皆様は

本当に満足されていたようでした。

　大会当日は少し参加者が少なかったように感

じました。例年行われた人数整理バーコードの

第2748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



入場もなく、参加クラブの紹介でスタンディングも

なく何か物足りない感じがいたしました。

　記念講演はＡＩに関するお話で、ＮＨＫの映像

技術も用いて大変興味のある内容でした。

▼秋の叙勲で中西（啓）会員が旭日小綬章

を、また秋の褒章で津田会員が藍綬褒章を、

それぞれ受章されました。

▼先週の地区大会にご参加いただきました

皆様、ありがとうございました。

▼新入会員の歓迎会を上本町で開催いたし

ます。皆様ご参加ください。

▼本日会員名簿の追加・訂正分をお配りし

ました。他にも住所変更などある方は、事務

局までお申し出ください。

▼親睦活動委員会・山本　昌市　委員長

　先月の秋の親睦旅行は台風のため中止と

なりました。来月は13日にPM5：00からの例

会に引き続き、忘年家族会をヒルトンホテル４

Fで開催します。会費は会員15,000円、ご家

族10,000円です。

　オペラ曲のコンサートもご用意しております

ので、多数のご参加をお待ちしております。

▼美食クラブ・笠井　実　会員

　美食クラブを12月19日に開催します。ホテ

ルニューオータニで30人の席を用意しており

ますので、多数のご参加をお待ちしておりま

す。

▼ゴルフ部・小谷　逸朗　会員

　秋のコンペを明日、田辺CCで開催します。

ご参加よろしくお願いいたします。

「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・久保　博義　会長

　「自然の中で」にご支援いただいており、あ

りがとうございます。今年も見送りや出迎えに

ご参加いただきました。

　今年度は8月17、18日に無事、実施させて

いただきました。これまでは２泊３日でしたが、

今年度から予算や小学生の参加のしやすさ

なども考えて１泊２日で行いました。

　今回は小学生20名、中学生20名が参加し、

あっという間に終わった感じです。それでも

子どもたちが一生懸命に取り組んだ姿が、と

ても印象的でした。子どもたちもすごく盛り上

がり、歓声も上がっていました。

　この事業に参加するのは、コミュニケーショ

ンがもともと苦手な子が多いのですが、ここで

の体験を経て自信を持てるようになった子も

たくさんいます。

　本日は一部だけですが、子どもたちが後日

書いた作文をお配りしておりますので、また

ご覧ください。

　「自然の中で」に参加後、自信を持って学

校に復帰した子もいますし、学校行事をきっ

かけに登校できるようになった子もいます。

　参加した子どもたちがお互いに、少しずつ

エネルギーをもらいあえたのではないかと

思っております。私の学校でも、実際に欠席

が減りました。

　これからもどうぞ、よろしくお願いいたします。

幹　事　報　告

そ　の　他　の　報　告

卓　　　話



▼八尾市教育委員会事務局学校

　　　教育部指導課・宮本　圭　指導主事

　不登校の児童・生徒への支援を目的に毎

年「自然の中で」を曽爾高原で実施していま

す。

　八尾ＲＣ様には、平成13年度からご支援を

いただいております。

　また８月には「リーダー研」も開催させてい

ただきました。さまざま形で寄与いただいて

おり、ありがとうございます。

　本日は写真も交えながら、活動内容をご報

告します。

　リーダー研は8月8日、曙川中学校で開催

しました。市内各中学校の生徒会の役員２、

３名が集まり、合計で約50名の中学生が参

加しました。

　講師を招き、体を使ったアクティビティなど

を行って、グループで協力して課題解決に

取り組みました。その後は、各校の報告や情

報交換も行いました。２学期に向け、自身の

学校で取り組みたいことなどを、それぞれ発

表してもらいました。

　11月には大阪府議会の議場で、大阪府全

体の生徒会サミットが開かれました。リーダー

研にも参加した龍華中と高美中の生徒が、

八尾市の代表として出席しました。

　「自然の中で」では、野外活動や夜のイベ

ントとしてナイトウォークなども行いました。２

日目には野外炊飯で、カレーライスを作りま

した。

　似た境遇にある同世代の人がたくさん集ま

る機会で、参加した子どもたちはいろいろな

エネルギーが充電できたのではないかと

思っております。

　八尾に帰り、再び菅野会長からお言葉をい

ただきました。

　２学期に入り、少しでも変化が見られている

との報告が、各校から寄せられているところ

です。

　今後もこうした取り組みに、力を注いでまい

りたいと考えております。

▼青少年奉仕委員会・野村　俊隆　委員長

　「自然の中で」と「リーダー研」はいずれも継

続事業です。ＲＣでは継続事業は基本的に

ダメ、と聞いておりましたが、事業の具体的な

内容を聞き、実際に参加もしてみると、こうし

た事業は「継続してもいいのでは」と感じまし

た。

　リーダー研は曙川中学校で行われたので

すが、中学生たちがみんなしっかりと挨拶で

きていたのは、立派だったと思います。

▼菅野会長　本日は八尾市から２人の方が

おみえです。卓話よろしくお願いします。

▼宇野副会長・笠井会員　良い事が有りまし

た。

▼長竹幹事　曽家様ようこそ。

▼佐々木名誉会員　八尾市立病院は優良

病院として、６月の全国自治体病院協議会

に続いて１１月にも全国公立病院連盟からも

表彰されました。病院職員一同喜んでいま

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

11/1

11/8

11/15

会員数

55

55

55

出席

37

40

36

うち出席規定
適用免除者

9

7

10

メーク
アップ

3

出席率

77.08％

86.96％

73.47％

確定
出席率

83.33％

 
感謝の気持ちを
　　　ニコニコに！

例会欠席の際は
前日までに連絡を！

す。良い事が有りました。

▼佐野会員　中西様叙勲おめでとうございま

す。津田様受賞おめでとうございます。写真

有難う。

▼松本・中島・池尻会員　写真有難う。

▼中川（將）会員　先週、研修委員会参加頂

きありがとうございました。

▼山本（昌）会員　クリスマス忘年家族会、多

数の参加お願い申し上げます。親睦委員会、

全員でお待ちしております。

▼濱岡会員　地区大会お疲れ様でした。

▼柏木会員　五色建設曽家社長、入会おめ

でとうございます。川田さんありがとうございま

した。

▼松井会員　曽家様ようこそおいで下さいま

した。

▼山陰会員　松本さん、お菓子ありがとうご

ざいます。茶道部一同楽しみにしております。

児林会の皆様、先日はありがとうございまし

た。

▼吉田会員　ニコニコありがとうございます。

▼野村会員　山本エレクト早くアイフォンを使

いこなせますように。

←　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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