
八尾ロータリークラブ　2017－2018年度　　　会長　菅野　茂人　　　幹事　長竹　浩

事務局　八尾市清水町1-1-6　八尾商工会議所２Ｆ
ＴＥＬ　072-991-2129　　ＦＡＸ　072-924-0010
URL　www.yaorc.com　　E-mail　 info@yaorc.com

例会日　毎週水曜日　午後０時30分－午後１時30分
例会場　八尾商工会議所３Ｆ
創　 立　1961（昭和36）年3月28日

国際ロータリー　第2660地区2017-2018年度

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」

vol.57
No.20

201711
29

 

　

●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　地区クラブ奉仕・拡大委員会　

藤井眞澄委員長（大阪南ＲＣ）

●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）　　　

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

12/6　  松岡伸晃弁護士

12/13　 忘年家族会

12/20　「上半期を振り返って」菅野茂人会長

　本日は指名委員会からの次年度理事役員の

報告、会長ノミニーの推薦の報告されました。12

月6日の年次総会で決議承認されます。スムー

ズな進行を宜しくお願い致します

　さて先週16日、笠井会員にエントリーしていた

だき田辺カントリークラブにて八尾ロータリー親

睦ゴルフコンペが開催されました。秋晴れの中

参加者も24名と大変盛り上がったコンペになりま

した。優勝は76の素晴らしいスコアで北野会員

がされました。おめでとう御座います。其から長

い間ゴルフ部の部長をして小谷会員ご苦労様で

す。しかし居相さんの提案で副部長に大槻会員

と播田会員に新しく入ってもらい、春の四輪会ま

で続投して頂く事に決まったようです。宜しくお

願いします。

　其から最後に20日月曜日に春のライラの全体

会議が開催されました。八尾から井川実行委員

長初め実行委員会のメンバー８名と地区青少年

委員会から７名、チームライラメンバー４名、地区

事務局と関大人間健康学部から安田先生と春の

ライラに関係するグループが集まり、初めての打

ち合わせが行われました。

第2749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



　一番懸念されていた関大とチームライラのプロ

グラムにおける擦り合わせですが、お互い建設

的な意見が出て、時間をかけて打ち合わせが進

めばきっと良い結果が生まれると確信しました。

又、懇親会の場で春ライラのテーマ”輝こう、今! 

未来のために”と発表させていただき、いよいよ

本格的に春のライラに向け動き始めました。

　引き続き皆様のご協力を宜しくお願いします。

▼ＲＩ第2660地区のガバナーノミニー・デジグ

ネートが、簡仁一会員（茨木RC）に決定しま

した。

▼皆様にご協力いただきました赤い羽根の

募金を、送金しました。

▼本日夜、新入

会員歓迎会を

開催します。

▼24日、IM第4

組の会長・幹事

会に会長と幹事

で出席してまい

ります。

▼指名委員会・村本　順三　委員長

　以下の通り、次年度の理事役員候補者を

発表します。12月6日の年次総会でご承認い

ただきますよう、よろしくお願いいたします。

2018－2019年度　理事役員候補者

会　　　長　：　山本勝彦

直前会長　：　菅野茂人

副 会 長　：　稲田賢二・柏木武生宜

幹　　　事　：　澁谷登志和

会　　　計　：　吉本憲司

Ｓ Ａ Ａ　：　野村俊隆

 

クラブ奉仕担当理事　：　稲田賢二・

　　　　　　　　　　　　　　　 柏木武生宜

職業奉仕担当理事　：　山陰恭志

社会奉仕担当理事　：　松井良介

国際奉仕担当理事　：　小谷逸朗

青少年奉仕担当理事　：　大槻恭介

会長ノミニー　：　笠井　実

▼居相　英機　会員

　副会長候補については今後のクラブ運営

上、幹事経験のある会員が望ましいのでは

ないかと考えます。一度、ご検討ください。

▼社会奉仕委員会・児林　秀一　委員長

　次週例会後、ひきこもり支援の講演会が開

催されます。お時間ございます方は、ご参加

をお願いいたします。

　また来月3日のクリスマス・イルミネーション

の点灯式に先立ち、今月27日に現地で設営

を行います。お手伝いいただける方は、ご協

力をお願いいたします。

▼RYLA実行副委員長・会員増強委員長・

　　　田中　康正　会員

　本日例会後、RYLA実行委員会を開催します。

　また当初会員増強のフォーラムを予定して

おりましたが変更し、地区よりの卓話とさせて

いただきたいと思います。

▼ゴルフ部・小谷　逸朗　部長

　先週木曜日に、秋のゴルフコンペを開催し

ました。優勝は北野会員、2位村本会員、3位

宇野会員でした。ブービーとメーカーの公表

は、差し控えさせていただきます。

「私を語る」

▼藤田　隆司　会員

　昭和41年に長男と

して生まれ、現在51

歳になります。父は

自動車修理の仕事

幹　事　報　告

次年度理事役員候補者について

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



をし、母は損害保険の代理店を経営しており

ました。また、下には双子の弟がいます。

　志紀小学校、志紀中学校から山本高校を

卒業し、ビジネスの専門学校に２年間通いま

した。ビジネスのことを浅く、広く学びました。

昼は学校、夜はバイトに明け暮れました。

　卒業後は紳士服のエフワンに就職。当時

はバブルの時期で、心斎橋の店舗に配属さ

れたのですが、お金もないのにお酒ばかり飲

んでいました。

　7年で退職しましたが、その頃に父が体を

壊し、母は葬儀屋を手伝っていました。それ

が丸宮葬祭です。やがて私も、そこを手伝う

ようになりました。

　しかし1年ももたず退職、家具屋に再就職

後、すぐに父が他界します。そしてアパレル

業界に就職しますが、そこのブランドが日本

から撤退。しばらくはギャンブルに入りびたり、

どんどん堕落していくことを経験しました。

　その頃は、ヨーロッパに40日間旅行できた

のが唯一の良い思い出となっています。「こ

んなことではいけない」と思い、行政書士を

めざして勉強を始めました。

　そうこうするうち、丸宮葬祭から「青山町に

家族葬のホールをつくるから、手伝わない

か」と声をかけてもらい、行政書士の試験も

不合格だったことから、葬儀一本に絞りまし

た。

　家族葬も徐々に認知されるようになり、新し

いホールも開設、ようやく軌道に乗り始めた

矢先に、社長が亡くなりました。

　社長を交代するにあたり、社名もI＆Fに変

更しました。私のIとfuneralなどのfから名付け

ました。

　この度、縁あって八尾ＲＣにお誘いいただ

き、皆様にいろいろなことを教わりながら、成

長していきたいと思っています。これからもよ

ろしくお願いいたします。

▼北野　和男　会員

　昭和26年生まれの

66歳です。太田で生

まれ、同じ所に66年

間住んでいます。39

歳と37歳の息子が2人おりますが、家には妻

と2人です。

　大正小・中学校、近大付属高校、近畿大と

進みました。大正中はプロ野球の巨人などで

活躍した桑田真澄さんが、2年生まで在籍し

た学校です。学生時代は吹奏楽部、高校で

は甲子園にも２回応援に行きました。

　大学卒業後は、八光信用金庫に就職しま

した。父が農業をしておりましたので「近くで

務められる会社へ」ということで、他に就職先

が決まっていたのに急遽変更しました。

　27歳のときに、父が74歳で亡くなりました。

「このまま農業を続けていくのも難しいかな」

ということで退職し、貴島病院本院に就職し

ました。その後、明治橋病院に移り、事務長

までさせていただきました。

　30年間、事務長をさせていただき、去年７

月に退職しました。その間に病院の経営もか

なり改善することができました。借金を大幅に

削減し、預金もつくることができました。

　「仕事はいつかは辞めないといけないので、

生きがいにはしてはいけない」と友達から言

われたことがあります。この度、八尾RCに入

会させていただき、これから新しい人間関係

を築いていければ、と考えております。これ

からもよろしくお願いいたします。

▼菅野会長　本日は新入会員の方々による

卓話です。皆様ご清聴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　本日新入会員歓迎会百楽６時

からです。

▼村本会員　秋のコンペ２位入賞ありがとう

ございます。

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

11/8

11/15

11/22

会員数

55

55

55

出席

40

36

39

うち出席規定
適用免除者

7

10

9

メーク
アップ

2

出席率

86.96％

73.47％

81.25％

確定
出席率

91.30％

▼山本（勝）会員　早く声が出ます様に、神

様にお願い致します。

▼笠井会員　藤田会員、北野会員卓話楽し

みです。例会欠席お詫び。

▼川田会員　数井様、ようこそお越し下さい

ました。ごゆっくりなさって下さい。写真有難う。

例会欠席お詫び。

▼田中会員　先日のコンペお疲れ様でし

た！ゴルフ人生３０年、ベストスコアが出まし

た。初の３０台、2アンダー！！ありがとうござ

いました。

▼濱岡会員　八尾ＲＣゴルフ大会では大変

お世話になりました。

▼柏木会員　北野さん藤田さん「私を語る」

頑張って下さい。本日新入会員歓迎会欠席

お詫び。

▼津田会員　良い事がありました。感謝です。

▼吉田会員　ニコニコありがとうございます。

▼宮川・児林会員　例会欠席お詫び。

▼西村会員　小林さん、お世話になり、有難

うございました。八尾ロータリーゴルフコンペ

お疲れ様でした。例会欠席お詫び。

▼小谷会員　藤田さん、北野さん卓話楽しみ

にしております。

▼幡田会員　菅野会長、長竹幹事ありがとう

ございました。藤田会員北野会員、私を語る、

楽しみにしています。

▼相馬会員　津田会員、褒章受章おめでと

うございます。藤田会員・北野会員楽しみに

しております。

▼北野会員　ゴルフコンペで優勝出来ました。

皆様有難うございました。

←　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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