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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「四つのテスト」　　　

●ゲストの紹介

　　　プロゴルファー　山本　善隆　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　

　　「あの頃ボクは若かった　昭和の履歴書」

　　　　　プロゴルファー　山本　善隆　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

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

　先週に出席委員長から100%出席達成の報告がござ

いました、稲田委員長ご苦労さんでした。その週も46

名と今期最高の当日出席を記録しました。出席率の

向上はクラブ活性の原動力であります。これからも皆

様方の出席、よろしくお願いいたします。

　さて本日の会長の時間ですが、先週ロータリー誕生

の歴史と1906年にロナルド・カーターが入会してＲＣも

大きな転機を迎える話をさせ頂きましたが、1908年に

ロータリー形成に欠かせない二人のメンバーが入会し

ます。

　アーサー・フレデリック・シェルドンとチェスレイ・ペイ

です。アーサーはロータリーに於ける経営哲学を、

チェスレイは組織管理の原理を開発し、二人はロータ

リーのビルダー（創作者）だとポール・ハリスも言ったそ

うです。

　1911年の国際大会で、アーサーの経営哲学の基本

的考えである「利己と利他との調和こそが奉仕である」

という考えをロータリーの理想とした“He profits most 

who serves best.”「最も奉仕するもの最も報われる」が

標語として採択されます。 時を同じくフランク・コリンズ
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が“Service not self”と言う標語を生み出しますが、自

己否定が強いとの理由で“Service above self ”（超我

の奉仕）と改められ、現在もそのまま引き続いています。

　ロナルド・カーターの考え方はクラブ中で議論されな

がらも浸透してゆき、1912年には物理的な相互扶助

の原則が廃止されました。

　が、クラブは元々の親睦派と新たな思想を持つ奉仕

派に分かれます。しかしポール・ハリスは、親睦より奉

仕の考え方を推し進めました。

　そうなると今度は奉仕派の中にも派閥が出てきます。

「職業奉仕派」と「社会奉仕派」です。その頃、積極的

に社会奉仕活動に乗り出そうとしたことに、ポール・ハ

リスやアーサー・フレデリック・シェルドンは批判をしま

した。「慈善活動の重要性は否定しない。でもロータ

リーは職業奉仕の団体である」と。

　ポール達は他の奉仕活動を行う組織への差別化を、

職業に重点を置くことで図ろうとしたのでしょうか。それ

でも続く２つの派閥争い、そして決議23-34の成立ま

での話は、次回にしたいと思います。

▼4月14日に開催されるＩＭ第4組のロータリー

デーですが、出欠を回覧します。またオブザー

バーも参加OKです。

▼地区より、台湾東部地震への義援金の協力依

頼が届いております。募金箱を回します。

▼八木清三郎さんを偲ぶ会が開催されます。

▼商工会議所より、籠乃屋さんの駐車場に駐車し

ないよう要請が届いております。

▼16日に青少年問題協議会が開催され、稲田会

員に参加いただきました。

▼地区の社会奉仕委員長会議が開催され、松井

会員に出席いただきました。

▼IM第４組の会長幹事会が開かれ、次年度の山

本（勝）会長、澁谷幹事が参加されます。

▼28日に金光八尾の卒業式が開催されます。

▼地区ロータリー財団委員会・飯田　寛光　

委員

　15日に地区財団の第８回委員会が開催されまし

た。

　ポリオ・プラスの寄付金は、まだ思うように集まっ

ておりません。推進をどうするか、話し合いました。

八尾は地区内で第5位、１人あたり60ドルを寄付し

ています。またロータリー財団の寄付金は、３分の

１のクラブが100ドル以下にとどまっています。

　また、地区補助金についての説明がありました。

事業の報告書が上がってきていますが、単純なミ

スが散見されました。また次年度に向けて、事業

計画の審査が来月から始まります。

「BBS会と連携した子どもの居場所作り」

▼八尾地区BBS会・鈴木　哲也　会長

　八尾ＲＣの皆様には、我々の活動の場に度々足

を運んでいただいており、ありがとうございます。と

ても励みになり、学ばせていただくことも多く、感

謝しております。

　４年前にBBS会を発足し、浦上会長と出会い「八

尾の子どもたちのために何かできるといいね」と声

をかけていただきました。

　するとある日、浦上さんから突然「やりたいことが

あるから」と、市役所に呼び出されました。私たち

はボクシングをメインに活動していたのですが、そ

れだけではだめだと、それ以外の新しい活動を模

索している時に、子ども食堂のお話をいただきま

した。

　場所の確保や子どもの集め方など、当初はいろ

いろと課題があったのですが、今では毎月定期的

幹　事　報　告

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



に開催させてもらえるまでになってきました。

本当にこの場を必要とする子どももだんだんと増

えてきて、一緒にごはんを食べたり、帰りに家まで

送ったりしています。

　子どもの方もだんだん打ち解けてきて、少しず

つですが本音を出してくれるようになってきていま

す。

　この活動には今後も、力を尽くしていきたいと感

じています。浦上先生からは学ばせてもらうことも

多く、私たちも社会勉強させていただいていると

思っています。

▼こども食堂・夢うららほっとステーション・

浦上　弘明　会長

　八尾ＲＣ様には２年にわたって運営資金をご支

援いただいており、本当にありがとうございます。

　BBS会の方々は、夕方に仕事が終わって疲れて

いるところを駆けつけてくれています。配膳や皿

洗い、そして最後は子どもたちを家まで安全に

送ってくれています。この姿勢には、本当に感謝

しています。

　こども食堂を初めてこれまで、１年８ヶ月で36回

行ってきました。最近は大学生の参加が増えてき

ています。八尾市内で学生が活躍できる機会を

提供できていると感じています。先日も６人も来て

くれました。

　やはり若い世代が入ってくれることは、とてもうれ

しいです。子どもたちにとってもお兄ちゃん、お姉

ちゃんのような存在で、参加してくれるボランティ

アの方にとっても勉強になります。

　そして今では、世代間の交流も生まれてきてい

ます。食事を作ってくださる方々が、調理をしなが

ら世間話をされていたりします。今ではそういう場

がなかなかないので、貴重だと思います。

　子どもたちにとっても、20代から70代までの人と

関わりが持てているのは、いいことだと思います。

　やはり人と人との接点が大切だと感じます。人と

の出会い、そして活動との出会いがここにあるの

だと思います。

　現在は30人ほどの子どもたちが来てくれている

のですが、この子たちは何か楽しいから、ここに来

ているのです。

　それから、感動との出会いもあります。

　だんだんと弟や妹、保護者の参加も増えてきて、

100人を超えるまでになりました。これではさすが

に、騒ぎ始める子もいたりして収拾がつかなくなり、

当初の計画通りに小４から中３に限定させてもらい

ました。きちんと事情を説明して、了解してもらい

ました。

　ただし、皆さんが参加できるオープンデーを年

に何回か開催することを約束しました。それが昨

年末に参加させていただいた、八尾ＲＣ様のクリス

マス・イルミネーションの点灯式だったのです。

　今では地域の親が、ご近所さんをこども食堂に

誘ってくれたりしています。ほっとステーションがあ

ることで、地域の輪が出来つつあると感じています。

　今年度からは八尾市の補助金ももらっています。

　また他にも、八尾市内でこども食堂を行ってくれ

るところが増えてきています。

　私たちもこれからも、頑張っていきたいと考えて

います。



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

2/7

2/14

2/21

会員数

56

56

56

出席

39

46

42

うち出席規定
適用免除者

10

9

10

メーク
アップ

1

出席率

78.00％

93.87％

84.00％

確定
出席率

80.00％

▼菅野会長 　本日のお客様・数井様、ようこそ

お越し下さいました。浦上様、鈴木様、本日卓

話よろしくお願いします。100％例会ご協力有

難うございました。

▼宇野副会長　浦上様、鈴木様、卓話楽しみ

にしています。

▼長竹幹事　浦上様、鈴木様、卓話宜しくお願

い致します。

▼笠井会員　早退お詫び。

▼吉本会員　浦上様、鈴木様、ようこそお越し

下さいました。卓話よろしくお願いいたします。

▼田中会員　浦上会長、鈴木会長、本日卓話、

宜しくお願いします。大変楽しみにしています。

▼濱岡会員　良い事がありました。

▼津田会員　先日、とっても良い事がありました。

浦上先生、鈴木ＢＢＳ会長、卓話よろしくお願い

します。

▼澁谷会員　吉田さん、お世話になりました。

▼吉田会員　ニコニコありがとうございます。

▼宮川会員　例会欠席お詫び。

▼富田会員　欠席多くて申し訳ありません。例

会欠席お詫び。

▼福田会員　いつもニコニコご協力いただきま

して、ありがとうございます。だんだん暖かくなっ

てまいりまして、お仕事と体力づくりと、又ス

ポーツと格好の季節が近づいてきました。ぜひ

健康にご留意頂きまして、皆様のご活躍を、お

祈りいたします。

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

PETS（会長エレクト
研修セミナー）

水と衛生月間

月

月 火 水 木 金 土 日

理事会

春のＲＹＬＡセミナー

春の
ＲＹＬＡ
セミナー

地区研修・
協議会

母子の健康月間

月
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