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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「我らの生業」　　　

●ゲストの紹介　

　　　こども食堂　夢うらら　ほっとステーション

　　　　　会長　浦上弘明　様

　　　八尾地区ＢＢＳ会　会長　鈴木哲也様

●出席報告

●会務報告　「会長の時間」　「幹事の時間」

●SAA報告　ニコニコ箱

▼卓　　話　

　　「ＢＢＳ会と連携した子どもの居場所作り」

　　　こども食堂　夢うらら　ほっとステーション

　　　　　　　　　　　会長　浦上弘明　様

　　　八尾地区ＢＢＳ会　会長　鈴木哲也　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

2/28　プロゴルファー　山本善隆様

3/7　「インターアクト活動報告」

　　　　　　金光八尾高校インターアクトクラブ

3/14　職業奉仕委員会　笠井　実　副委員長

3/28　佐々木　洋　名誉会員

4/4　「私を語る」　友田　昭 ・ 曽家清弘会員

　本日はオブザーバーで、平尾貴英さんがお見えで

す。彼は商工会議所青年部会長、また同大阪府連合

会の会長もされ、八尾ＲＣにも多くの友人がおられま

す。是非入会して頂きますようお願いします。

　さて、ちょうど一年少し前、昨年の3月に会長エレクト

のセミナー、ペッツがあり、会長としての心得や、ロー

タリー財団の事、会員増強の必要性等の、レクチャー

を受けました。

　その時、会長の時間の内容について出来るだけ

ロータリーの情報を会員の皆様に分かりやすく伝えて

頂きたいと話がありました。

　何年か前まで、我クラブでは情報委員会があり、5分

間情報としてロータリーの情報を伝える慣習がありまし

たがＣＬＰ等により委員会が作られなくなり、会長の時

間でその部分を補うようになったと考えています。新し

いメンバーも増え必要性も増しました。

第2759回　例会　プログラム

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

会　長　の　時　間



　そこで、ロータリーの話をしたいと思いますが、理念

や哲学を学ぶのに成り立ちの歴史を知ることが重要で

あり、解りやすいと思います。そこでロータリー誕生か

ら現在に至るまでをいくつか時代に分けお話したいと

思います。

　ロータリーは1905年明治38年にアメリカのシカゴで

弁護士をしていたポールハリスが、事業人が友愛の気

持ちで親しみ合い仕事の上の知り合いの輪を広げて

いくために定期的に集まる会を、と言うアイデアのもと、

1業種から一人の会員を選び、クラブを作ることになっ

て始まりました。

　会員相互で情報を分け合い商品や材料を原価で取

引して、社会に向けて売ると大きな利益を得ることが

出来、こうしてクラブ会員の事業は繁栄していきました。

その頃はロータリーに入れば零細企業でも事業は拡

大しお金持ちになるとさえ言われ、一般社会からの憧

れと非難を同時に受けていたのも事実です。

　そんな中、ロータリーにとって転機になる出来事があ

ります。新たに弁理士のドナルド・カーターに入会の

話を持ち掛けました。喜んでもらうと思っていましたが

結果は断られます。自分達だけが報いられるような集

団には将来はない、我々は地域社会に育てられ、ここ

にいるその社会に何の恩返しも出来ないようなクラブ

には入らない。

　彼の入会拒否の理由はポール・ハリスやクラブのス

テップアップに大きく影響を与えます。親睦と物質的

な恵みのみの利己的なロータリーのあり方を考え直し、

定款も改正します。その後ドナルド・カーターも快く入

会します。そして、ロータリーの最初の奉仕事業が行

われました。

　地域のニーズに応え、市内に公衆トイレを設けます。

その後も親睦派と奉仕派の議論は続きますが、職業

奉仕と言う概念が生まれ、奉仕派の中にも、社会奉仕

派と職業奉仕派とに分かれ、ロータリーが分裂しかね

ない危機を迎えます。

　続きは次回にしたいと思います。

▼10日に、地区チーム研修セミナーが開催されま

した。

▼16日に八尾市青少年問題協議会が開催され、

稲田会員に出席いただきます。

▼17日に地区の社会奉仕委員長会議が開かれ、

児林・松井会員に出席いただきます。

▼米山奨学生・陳君の送別会を、3月7日に籠乃

屋で行います。会費は5,000円です。

▼今西元会員より、転居の挨拶状が届いておりま

す。

▼クラブ広報委員会・吉本　憲司　委員

　今月23日は、ロータリーの創立記念日です。

1905年に設立されたＲＣは今年で、113周年を迎

えます。

　また２月は「平和と紛争予防／紛争解決月間」

です。特集で各クラブの平和に関する活動が紹

介されています。

　地区大会の略報では、昨年11月に開催されまし

た当地区の地区大会についても、報告が掲載さ

れております。

▼RYLA委員会・田中　康正　副委員長

　春のRYLAについて、本日から参加者の受付を

開始します。当クラブがホストするせっかくの機会

ですので、家族や社員など多数のご参加をお願

いいたします。

▼クラブ広報委員会・柏木　武生宜　委員長

　八尾RCのPR用DVDを製作中です。この中で紹

介する同好会の写真をご提出ください。

▼次年度・澁谷　登志和　幹事

　次年度ロータリー手帳の申し込みを受け付けい

たします。１冊648円です。ご希望の方はお申し込

みください。

▼ゴルフ部・小谷　逸朗　部長

　前回、台風で中止になりました四輪会コンペを、

4月5日に春日台ＣＣで開催します。多数のご参加

をお待ちしております。

▼テニス部・稲田　賢二　部長

　3月21日（祝）にコートを予約しています。奮って

幹　事　報　告

そ の 他 の 報 告

ロータリーの友紹介



ご参加ください。また部員以外の方も、ぜひご参

加ください。

　また出席委員会からですが、皆様のご協力のお

かげで、出席率100％を達成できました。ありがとう

ございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「上方芸能について」

▼白川　圭介　様

　私は学生時代から、

落語研究会に入って

おりました。また、なん

ば花月でアルバイトを

していたこともあります。

　サークルの先輩が落語家になっていたことなど

もあり、裏方のアルバイトを紹介してもらい、進行

係などを担当していました。

　出番になったら出演者を呼びに行ったりする仕

事なのですが、この仕事は駆け出し時代の明石

家さんまさんや島田紳介さんらも経験されたそうで

す。

　大学生のときに２年間やったのですが、その間

はできるだけ入るようにしていました。

　昭和58年ごろ初めての日に、浅香あき恵さんに

饅頭をもらったのがとてもうれしくて、今でも覚えて

います。

　滝あきらさんという方もおられました。この方は村

上ショージさんらの師匠で、漫談をされていました。

あるときこの方に、テレビのレギュラーの仕事が入

りました。たぶん初めてのレギュラーだったのだと

思います。

　「テレビ葬式」という企画で、参列者役でほぼ後

ろ姿のみしか映らないのですが、レギュラーとなれ

たのがうれしかったようでした。収録のスケジュー

ルに間に合わなくなるといけないから「時間が延

びないように」と、私にずっとおっしゃっていました。

　私は皆さんからは「おい、進行君」とか「進行さ

ん」、あるいは単に「進行」と呼ばれていました。就

職して正社員になると、名前で呼んでもらえるよう

になりました。

　「白川君」、「白川さん」と呼んでもらうと、うれし

かったです。大御所では笑福亭松之助師匠が、

初めて名前で呼んでくれました。外部の方では石

井光三さんが、私の名前を覚えてくれました。

　「さんまの駐在さん」のアシスタントディレクターを

少しやっていた時期もあり、さんまさんにもお世話

になりました。先日、久しぶりにお会いしたときも私

の名前を覚えてくれていて、うれしかったです。

　また私がアルバイトをしていた頃には、ダウンタ

ウンさんが前座を務めていました。浜田さんはこの

間も、子どもが同い年であることを覚えてくれてい

ました。

　やはり「世に出る人たちは、さすがだな」と思いま

す。

　進行ではよく、時間が押してくることがあるので

すが、だからといって出演者に「短くしてください」

とはなかなか言いにくいものです。

　中盤以降に出てくる人たちは特に、大物も多く

難しいです。ある時、ザ・ぼんちさんがなかなか来

られずに、仕方なく次の人に先に出てもらうことに

しました。するとザ・ぼんちさんがギリギリに入って

こられて、「なんで先に出すんや」と怒られたことも

ありました。今はとてもやさしいので、昔を知らない

人には驚かれるエピソードです。

　ほかには大助・花子さんは、たいていいつも、出

演後は舞台袖でけんかをされていました。それも

漫才とは反対で、大助さんが「あそこはもっとこう

するべきだった」などと一方的に説教をされていま

した。

　年末になると大物の皆さんは、裏方の私たちに

もお年玉をくれたりしました。中には今でもくださる

方もおられます。今いくよ・くるよさんも、よくお年

玉をくださいました。

卓　　　話

日時：２０１８年２月１４（水）

承認事項

1.新入会員（平尾貴英様）の件

持ち回り理事会議事録



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

1/31

2/7

2/14

会員数

56

56

56

出席

45

39

46

うち出席規定
適用免除者

12

10

9

メーク
アップ

7

出席率

86.54％

78.00％

93.87％

確定
出席率

100.00％

▼菅野会長 　白川様、本日の卓話よろしく。

▼宇野副会長　白川様、卓話よろしく。

▼長竹幹事　平尾先輩、お待ちしてました。

▼居相会員　吉本様、タイムズ掲載ありがとうご

ざいました。

▼中川（廣）会員　平尾さん、入会おめでとうご

ざいます。

▼山本（勝）会員 平野歩夢君、ハーフ、パイプ

優勝して下さい。ビジター平尾様入会、おめで

とうございます。

▼笠井会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

▼飯田会員　例会欠席お詫び。

▼稲田会員　昨日、八尾中央ＲＣへメーキャッ

プ行きました。会長、小林さん、幡田さん、相馬

さん、山口さんありがとうございました。残念な

がら会長おすすめの先生は、いらっしゃいませ

んでした・・・。

▼濱岡会員　良い事がありました。

▼柏木会員　例会欠席お詫び。相馬さんお世

話になりました。

▼澁谷会員　山本勝彦さんお世話に成りました。

平尾さんようこそ。

▼吉田会員　ニコニコありがとうございます。

▼西村会員　小さな良い事がありました。

▼相馬会員　菅野会長、稲田さん、昨日は遅

参失礼しました。

▼山本（隆）会員　在籍内祝い。

▼藤田会員　新宮さん、先日はお疲れ様でし

た。例会欠席お詫び。

ニ　コ　ニ　コ　箱

←　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

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

月 火 水 木 金 土 日

理事会

PETS（会長エレクト
研修セミナー）

水と衛生月間

月
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