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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

　　　米山奨学生　陳　韋宏　様

●出席報告

●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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

1/17　「職業奉仕月間に因んで」

　　　　　　職業奉仕委員会　飯田寛光委員長

1/24　八尾加圧スタジオトレーナー　末吉　朗様

1/31　プロ・キャディ　清水重憲様

　今日は2017年最後の例会です。本当に時のたつのは早い

もので、あっと言うまの半年間でした。まず皆様にはご指導と

ご協力に感謝し、お礼申し上げます。有り難う御座いました。

　先週の忘年家族会には家族の皆さんが大勢参加して頂き、

大変盛り上がった会になり喜んでいます。親睦委員会の皆

様有り難う御座いました。又中西会員と津田会員の叙勲、褒

章のお祝いもご家族皆様のご参加のもと行われ大変嬉しく

思います。さてこの後恒例になっています上半期を振り返っ

て、私の卓話がございますので会長の時間は短く終えます。

▼来週と再来週は例会は休会です。次回は1月10日、

シェラトン都ホテルで初例会を開催します。また当日は、

４時から理事会を開催します。

▼事務局は12月29日から1月4日まで、お休みです。そ

の間、何かあれば幹事までお願いします。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　副委員長

　今月は疾病予防と治療月間です。そのため友も、健康

がテーマになっております。ＲＩ会長メッセージは「より平

和な世界に向かって」ということで書かれております。

　特集は「続けることで見えてくること」と、月間にちなん

だ「日本から命を守る新しいカタチ」として、各クラブの活

動が紹介されています。

　今月号も、ぜひご一読ください。

第2753回　例会　プログラム

会　長　の　時　間

幹　事　報　告

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

ロータリーの友紹介



▼親睦活動委員会・友田　昭　委員

　先週の忘年家族会には、多数ご参加いただきありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「上半期を振り返って」

▼菅野　茂人　会長　　

　２年前の年次総会でノミニーとして皆様にご承認頂きました。昨年７

月に会長エレクトになり、PETS等地区の色々なセミナーへ参加、そし

てクラブでは理事会へ参加と、一年間色々と勉強させていただきまし

た。良く出来たシステムだと思いますが、徐々にプレッシャーが増し、

少し自信がなくなってしまう時期が有りました。しかし幹事、スタッフが

決まり仲間増えてくると、やる気もどんどん増したような気がします。

　組織が出来たのは今年の１月ぐらいです。先ず第1回理事予定者

会議を開催し、今後の予定と基本的な方針と計画について話し合い

ました。また理事会の後は必ず食事会をして、出来るだけ多くの時間

話し合いが出来るよう努力しました。徐々に各委員会の基本的な方

針が見えはじめ活動計画を考えている時期に私の基本方針、スロー

ガンも発表出来るようになったと思います。そして３回のクラブ協議会

アッセンブリーを経て、初例会に挑む事に成りました。

　ここで私の基本方針とスローガンについて、下半期に向けて再度お

話しさせて頂きます。先ずクラブテーマですが「和の心を持ち魅力あ

るクラブライフを」とさせていただきました。これは戸田会員の作詞さ

れた八尾ロータリー賛歌「遠く聖の教えあり」の一節から、八尾所縁の

聖徳太子の17条の憲法の一文 “和をもって尊しとなす”からバナー

にも使用されている、和の文字を引用させて頂きました。

　又、会員の皆様には魅力ある楽しいクラブライフを過ごして頂きたい、

そして”魅力あるクラブ”とは。今年度はこれにこだわり委員会活動を

考えて頂きたい、という思いでこのテーマとしました。委員長皆さんの

基本方針や活躍計画にも折り込まれていると思います。

　６月の最終予定者理事会を終え、緊張の初例会。このプレッシャー

でブルーになっていたのかもしれません。皆さんに少しでも分かりや

すく、退屈しないようにパワーポイントを使って視覚に訴えようと、初め

てですがやってみました。もっと使いこなさないと上手く行かないと思

います。最終例会にもう一度挑戦したいと思います。

　そして初親睦旅行が翌週に開催されました。あれほど楽しく、感動

した宴会はあまり経験がありません。会長のための親睦旅行だとも思

いました。初めは「こんなバタバタした時期に旅行なんて、もう少し後

でもいいのに」と考えていましたが2、3週めに早々と行う意味が、今と

なると良くわかります。

　ひとつは前年度会長、幹事のクラブメンバーへのお礼と、もうひとつ

は本年度の門出を祝しての親睦旅行であると。八尾RCの長い歴史

の上で出来上がった、素晴らしいシステムだと思います。この旅行で

苦労した準備のことも、緊張した初例会の疲れもすっかり消え、これ

からのいい仲間と活動出来ることに感謝しました。正に親睦の真髄だ

と思います。

　さてこれからは各委員会別に、上半期を振り返っての話に移ります。

まず吉田委員長に担当して頂いていますSAAですが、月に一度、壇

上と卓上に花をセットしてもらい例会場が華やかになりました。月初の

例会が楽しみです。生演奏も復活できるように会員増強に力を入れ

たいと思います。

　宇野副会長に担当して頂いていますクラブ奉仕委員会ですが、7つ

の委員会を受け持って頂いております。まず田中委員長の会員増強

委員会委員会ですが、２度のセミナーとフォーラムを開催して、紹介

者リストを作って頂きました。現在３名の入会と、一人の確約が取れて

います。来年から紹介者リストを使って、招待例会等も予定して戴い

ているようです。又退会者の防止にも尽力頂いています。

　歴代会長中川（將）委員長の研修委員会では、クラブの魅力度向

上のため、実施されましたアンケートを基にフォーラムを開催して頂き

ました。大変貴重なご意見も頂きました。今は亡き平野会員が生前良

く言われておりました「クラブフォーラムはクラブの活性化には不可欠。

最低年２回は実施するのが望ましいです」と。来年又、開催して頂き

たいと思います。尚アンケートの回収が50%を切っております。引き続

き回収しておりますので、宜しくお願いします。

　出席委員会ですが、稲田委員長には毎週例会時の集計と発表、御

苦労様です。地味な活動ですが、出席率向上に向けて毎週お願い

をしてもらっています。会員の皆様の協力を宜しくお願いします。

　親睦活動委員会の山本（昌）委員長初め委員会の皆様、先日の忘

年家族会ご苦労さまでした。又秋の親睦旅行は会費の回収や部屋

割りも済み、いざ出発の前々日に台風の為中止になってしまい、本

当に残念でなりませんでした。自宅のベランダから見える特急しまか

ぜを見るたび、しばらく恨めしく見ておりました。山本委員長の基本方

針のなかに、親睦と友情を深めながら奉仕活動を行い、奉仕を行い

ながら効果的な親睦が増進されるRCは、親睦の中から奉仕の理念を

引き出すクラブである、と言う事を述べられていました。ロータリーは

異業交流や親睦を目的としたクラブではありません。奉仕の中から親

睦を見出すものであります。冒頭話した初親睦会で癒された皆様の

友情は、私の奉仕活動の糧になっております。親睦も非常に大事で

すが、目的を見失わないようにしたいと思います。

　プログラム委員会は、例会の半分を占める卓話を企画して頂く委員

会です。小谷委員長には１年を通じていかにメンバーが卓話を通じ、

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



クラブに魅力感じてもらえるか、講師や卓話の内容を吟味していただ

き、良く電話も頂きます。また楽しい企画も考えて頂いているようで、

楽しみにしております。

　広報委員会の柏木委員長は私と同期ぐらいでロータリー歴も長く八

尾RCが人数的にピークの時代も経験され、会員の減少には何かしら

出来ないものか、と考えて頂いておりました。そこで認知度向上の為

のPR動画の作成を企画して貰っております。来年に出来上がりそうな

ので、楽しみにしております。

　本年は越中八尾RCの50周年にあたります。そこで越中八尾50周年

特別委員会を作り、澁谷会員に委員長になって頂きました。また早速、

濵岡会員と周年事業の参加と予備会談を兼ねて訪問していただきま

した。出来るだけ大勢の参加を望まれているようです。越中八尾と八

尾の友好の歴史を考えますと、そこそこの規模になると思いますが、

来年の３月周年の大会に向けて、理事会にて協議していきますので

御協力宜しくお願いします。

　さて奉仕部門の委員会ですが、まず国際奉仕委員会の松井委員

長とは、委員長を受けてもらう前から国際奉仕について話をしました。

最近は台北との親睦に片寄り過ぎているので、ちょっと立ち止まって

今年は私一人の訪問にし、委員会は本来の国際奉仕活動について

検証して頂きたいと、話しました。早速フィリピン・セブのRCとコンタク

トをとり、話し合いをして頂いております。今年は事業としては実らな

いかもしれませんが、国際事業は時間かけて挑まないと、お金をドブ

に捨てるようなものになりかねないと考えています。

　事業としては一番難しい職業奉仕委員会ですが、飯田委員長は地

区では財団委員会に出向して頂いており、より難しい状況になってい

ないか心配ですが、職業奉仕の勉強会を企画して頂いております。

　上半期の目玉事業であります、社会奉仕委員会の”八尾のまちに

灯りを”をテーマに本町２丁目公園にてクリスマスイルミネーションを

設置しました。市長にもお願いし、市を巻き込んでの事業となりました。

児林委員長初め皆さんの協力により、専門家に頼らず手作りで設営

しました。吉田電気、稲田香樹園の方々、また看板作りには宇野副

会長、笠井ノミニーにも協力していただきました。皆さん有難うござい

ました。点灯式当日は子供食堂の参加で大変盛り上がりました。やっ

ぱりクリスマスには子供達の喜んでいまる笑顔が合いますね。たまに

見に行って点検していると、若いカップルが写真を撮っていたり、近

所の人々から「綺麗にして戴いて有り難う、元気出るわ」と言われるこ

とが本当に良かったと思います。防犯やロータリーの認知度向上にも

役立っていると思います。次年度も継続して頂けたらと思います。

　最後は、野村委員長の青少年奉仕委員会です。毎年継続か否か

議論されている、教育委員会が協賛してもらっています曽爾高原”自

然の中で”ですが、今年は野村委員長に大きくメスを入れて頂きまし

た。予算のこと、継続のことなど議論する場面を作って頂きました。新

しいスポンサー、受け入れ先はなかなかなくて「ロータリーさんの協力

がないとこの事業は継続できません。とりあえず本年は一泊で実施し、

今後の参考にする」ということで話し合いは終わりました。良い事業で、

ある程度の結果も出している事業で、私としては次年度に結果も調査

も含め、申し送りたいと考えています。

　そして来年に控える春のライラですが、おそらく下半期の目玉事業

になると思います。皆様、ご協力よろしくお願いします。　　　　

▼菅野会長 本日は、大阪西RCから奥田勝巳様ようこそ

お越し下さいました。又、本日は私の卓話です。ご清聴

よろしくお願いします。

▼宇野副会長 菅野会長上半期がんばりましたね。

▼長竹幹事 忘年家族例会、楽しかったです。親睦委員

会の皆様、有難うございました。

▼佐野会員　昨日、楽しい一刻ありがとうございました。

執行部の皆様、上半期お疲れ様でした。

▼居相会員　皆様来年も良いお年をお迎え下さい。菅野

会長上期も無事お疲れ様。来年下期も頑張って下さい。

▼中西（啓）会員　忘年家族会で叙勲のお祝いをいた

だきありがとうございました。

▼寺坂会員　来年も出席率向上に御協力下さい。

▼中川（將）会員　菅野会長を初め執行部の方々前半

期お疲れ様でした。写真有難う。

▼村本・松井・新宮・児林・友田会員　写真有難う。

▼山本（昌）会員　今年、上半期親睦活動にご協力いた

だき、ありがとうございました。来年もよろしくお願い申し

上げます。

▼中川（廣）会員　佐野さん、ありがとうございました。例

会欠席お詫び。

▼山本（勝）会員　忘年家族会、大変お世話になりまし

た。写真有難う。

▼井川会員　笠井・小谷さん、お世話になりました。

▼稲田会員　美食倶楽部楽しかったです。お疲れ様でした。

▼笠井会員　昨日は美食会で大変お世話になりました。

写真有難う。

▼吉本会員　今年も皆様、お世話になりました。写真有難う。

▼田中会員　先日の家族忘年会にて、田中ファミリーが

お世話になり、ありがとうございました。また、今年１年お

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

12/6

12/13

12/20

会員数

55

55

55

出席

40

40

44

うち出席規定
適用免除者

10

11

12

メーク
アップ

1

出席率

81.16％

82.00％

86.27％

確定
出席率

83.67％

世話になりました。新年も宜しくお願いします。写真有難

う。例会欠席お詫び。

▼濱岡会員　バッジ忘れ。

▼柏木会員　忘年家族会に交通事故の為、遅参しまし

た。皆様にご迷惑とご心配をおかけし申し訳ありません。

上半期お世話になりありがとうございました。良い事があ

ります様に。

▼津田会員　先週の忘年家族会では、褒章のお祝いを

いただき、又、花束も頂き、誠に有難うございました。

▼奧谷・宮川会員　例会欠席お詫び。

▼澁谷会員　本年はお世話になりました。来年も宜しく

お願いします。

▼吉田会員　今年もありがとうございました。来年もニコ

ニコよろしくお願いします。

▼野村会員　昨日は楽しい時間をありがとうございまし

た。本年一年お世話になりました。来年もよろしくお願い

します。写真有難う。

▼西村会員　美食会ありがとうございました。今年も皆様

お世話になり、ありがとうございました。来年もよろしくお

願いします。写真有難う。

▼小谷会員　昨日の美食クラブ大変多くの方に参加頂

き、ありがとうございました。菅野会長お世話になりました。

▼大槻会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

▼福田会員　皆様１年間ありがとうございました。写真有難う。

▼幡田会員　上半期ありがとうございます。下半期もよろ

しくお願い致します。

▼相馬会員　昨日は美食倶楽部、有難うございました。

みなさま、今年一年有難うございました。来年もよろしく

お願いいたします。

▼藤田会員　忘年家族会お疲れ様でした。相馬さん、

打ち合わせ事項、飛んでしまいました。すいませんでし

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

（例会休会）

理事会・初例会
(シェラトン都ホテル)

月職業奉仕月間

月 火 水 木 金 土 日

理事会

地区補助金
管理セミナー

地区チーム
研修セミナー

平和と紛争予防／
紛争解決月間 月
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