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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「それでこそロータリー」　　　

●ビジターの紹介

　地区危機管理委員会委員長

　　PG泉　博朗様（大阪帝塚山ＲＣ）

　地区青少年活動委員会委員長

　　斎藤　清貴様（大阪ユニバーサルシティＲＣ）　

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　クラブ広報委員会　柏木武生宜委員長

●会務報告

　　　「会長の時間」「幹事の時間」

●SAA報告　ニコニコ箱

▼卓　話　「RYLAセミナーにおける危機管理について」

　　　　　　　地区危機管理委員会委員長

　　　　　　　　　PG泉　博朗様（大阪帝塚山ＲＣ）

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

3/28　「胆道がんの予防・早期発見と治療」

　　　　　　　佐々木　洋名誉会員

4/4　「私を語る」　友田　昭会員・曽家清弘会員

4/14　ＩＭ第４組ロータリーデー

4/18　日本熊森教会

4/25　「茶の湯・Why&Because」表千家　南　美鈴様

　3月には入り私の年度も２/３が終わり、残り4ヶ月間となりま

した。最近、例会への出席が増えているようで御座います。

年度当初は35人台の出席でしたが、今年に入って40人台を

超え、出席率も向上しております。

　会長としては大変嬉しいことで、本年度のテーマであります 

“魅力あるクラブライフを“が少しは達成してきたのかなと、喜

んでおります。この調子で残りの4ヶ月間頑張っていきますの

で、御協力宜しくお願いいたします。

　さて今週の日、月曜日と越中八尾ＲＣの50周年記念式典に

参加して参りました。松本パストガバナー初め総勢23名で参

加して参りました。お世話頂いた、越中八尾50周年記念委員

会の澁谷委員長、親睦活動委員会の山本（昌）委員長初め

委員会の皆様、大変お世話になりました。有難う御座います。

　大勢の参加で越中八尾のメンバーに大変喜んで頂き、2次
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会から4次会と時間の経つのも忘れ親睦を深める事が出来ま

した。翌日の朝刊に早速記事になっていましたので、コピー

しております。

　ヤツオ、ヤオと同じ名前の地域に住んでいる事に共感した、

先輩方の友情をきっかけに始まった両クラブの関係も、40年

余りを迎えます。今回の訪問をきっかけに、益々両クラブの

友好関係が深まる事を期待しています。

▼2３月３日にPETSが開催され、山本（勝）会長エレ

クトが出席されました。

▼３月３日に米山感謝祭が開かれ、陳君と大槻会員

が参加されました。

▼本日夜、陳君の送別会を開催します。

▼皆様にご協力いただきました台湾地震への義援

金を、地区へ送金しました。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼鼓呂雲　健造　会員

　飛行機関係の仕事をしております。出張が多いの

で、失礼することも多いかもしれません。至らぬ点も

あるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

▼陳　韋宏　様

　今月が最後の例会となります。日本語学校を卒業

し、４月から東京の大学で、修士課程を始めます。

 八尾ＲＣでの例会は、とてもいい記憶になります。米

山奨学生になれて幸せです。ありがとうございました。

▼越中八尾50周年特別委員会・

　　　澁谷　登志和　委員長

　越中八尾ＲＣ様の50周年記念式典に出席してまい

りました。皆様のご協力のおかげで、無事に帰ってま

いりました。

　越中八尾様とは、これを機会にさらに深いお付き合

いになればと思います。ありがとうございました。

▼親睦活動委員会・山本　昌市　委員長

　越中八尾へ２日間、訪問してまいりました。電車の遅れ

などのトラブルもありましたが、皆様のご協力をいただき、

ありがとうございました。

「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

　　　顧問・前田　裕子　様

　平素は当校のインターアクトクラブにご支援とご協力を

いただいており、ありがとうございます。

　先日の卒業式では283人が卒業し、インターアクターも

６名が巣立ちました。インターアクトクラブの今年度の活

動報告を、部員の生徒たちからさせていただきます。

▼岩本有加様・柳美初様・浜田佳奈様

　インターアクトクラブには現在、21名が所属しています。

今年度も学校内外でいろいろな活動をしてきました。

　まず６月に、生駒山麓公園で新入生歓迎会を行いまし

た。八尾RCからもご参加いただき、ハイキングを実施し

ました。体育大会の直後で、少しきつかったですが、９

校のインターアクターとの交流を深めることができました。

バーベキューやオリエンテーリングを楽しみました。

　７月には恒例の、河川の掃除を行いました。真夏の暑

さの中、汗を流しながら清掃活動に取り組みました。八

尾RCからもご参加をいただき、部員とともに川にも入っ

ていただきました。おかげで玉串川の土手が、とてもき
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れいになりました。暑い中、ありがとうございました。

　８月には海外研修で香港、マカオを訪問しました。世

界最大の大仏などを見学し、香港のインターアクターと

蝶の保護区を訪問、植樹も行いました。植えた木が育ち、

蝶のエサになるそうです。ともに昼食を食べながら、楽し

く過ごしました。午後には、現地の高校を訪問しました。

　３日目はマカオへ行き世界遺産などを見学、夕方には

香港でフェアウェルパーティに参加しました。そこで私た

ちは、河内音頭を披露しました。

　今回の海外研修では様々なプログラムを用意していた

だき、貴重な体験ができました。海外に行くのは今回が

初めてという部員もいましたが、皆様に協力していただ

き、大変有意義なものになりました。

　９月には文化祭で、チャリティ・バザーを実施しました。

八尾RCからもたくさん商品を提供いただき、ありがとうご

ざいました。バザーの運営に最初は戸惑いましたが、だ

んだん販売が楽しくなってきました。いろんな世代の人

たちと話ができたのが、よかったです。八尾RCからも訪

問していただき、ありがとうございました。当日の収益、

約５万円をポリオ撲滅へ寄付しました。

　11月には年次大会が開催されました。各校の活動報

告や、講演がありました。午後は各校のインターアクター

と、活動に取り組みました。

　また11月には地区大会にも参加させていただき、地区

ガバナー特別賞をいただきました。大会の会場では、私

たちの活動内容を掲示しました。

　12月には、献血活動を実施しました。

▼古田　篤哉　様

　海外研修に魅力を感じ、インターアクトクラブに入りま

した。おかげで視野を広げることができたと思います。

　２年生の時に訪問したフィリピンは、大きな経験になり

ました。初めての海外でしたが、物乞いする子どもたち

を見て、日本の豊かさを改めて感じました。また現地の

高校生と交流して、英語の大切さを実感しました。

　後日、日本国内でも交流する機会あり、今度は英語で

日本を紹介する経験もしました。

　インターアクトクラブで学んだことをさらに深めたいと思

い、慶応大学の環境情報学部へ進学することになりまし

た。ここで学ぶことで、より自分の視野を広げることできる

と期待しています。インターアクトクラブに入り、交流の輪

を広げることでき、うれしく思っています。３年間本当にあ

りがとうございました。

▼大槻　恭介　会員

　私も高校3年の娘がおりますが、親心のようなもので海

外研修へ同行しました。香港・マカオは暑さにまいりそう

でしたが、インターアクターたちの一生懸命に取り組ん

でいる姿には、勉強させられました。蝶の保存活動で植

樹した木を、また見に行ってほしいと思います。

▼青少年奉仕委員会・野村　俊隆　委員長

　初めて青少年奉仕を担当させていただきましたが、海

外研修はかなりの暑さでスケジュールも満載と、なかな

か過酷な事業でした。

　インターアクターの皆さんは、その中でよく頑張ってい

たと思います。今回参加したことによって、何かプラスに

なったのではないかと思います。

▼菅野会長 金光八尾高校の皆様、本日は出席ありがと

うございます。卓話よろしくお願いします。

▼宇野副会長　越中八尾50周年ご苦労様です。前田先

生、森先生よろしくお願いします。

日時：２０１８年３月７日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告

3.出席規定適用免除の申請（山口智士会員）

4.台湾東部地震に対する地区義援金募集の件

5.イルミネーション事業報告の件

6.八尾ＲＣ ＰＲ用ＤＶＤ訂正・支払いの件

7.米山奨学生受入れの件

8.地区研修・協議会分担金の件

9.八尾うぐいすライオンズクラブチャーターナイト

１５周年記念例会

10.四和会事務局参加の件

理事会議事録

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

2/21

2/28

3/7

会員数

56

56

57

出席

42

45

38

うち出席規定
適用免除者

10

13

9

メーク
アップ

0

出席率

84.00％

84.91％

76.00％

確定
出席率

84.00％

▼長竹幹事　金光八尾の皆様、鼓呂雲様ようこそ。

▼佐野会員　八尾お土産有難うございます。稲田さんあ

りがとう。誕生内祝い。

▼松本会員　越中八尾、お疲れ様でした。

▼寺坂会員　ご夫人誕生日。

▼中川（將）会員　鼓呂雲健造様、御入会おめでとう。ど

うか八尾ＲＣの一員として仲良くしていきましょう。

▼山本（昌）会員　越中八尾RC式典、親睦旅行参加の

皆様、色々トラブルご理解、ご協力有難うございました！

▼山本（勝）会員　越中八尾委員会、親睦委員会の皆

様、大変お世話になりました。

▼小林会員　宇野さん、いつも有難うございます。

▼稲田会員　越中八尾50周年式典旅行、皆様お疲れ

様でした。ありがとうございました。

▼笠井会員　越中八尾訪問で、山本委員長はじめ親睦

委員会の皆さん、澁谷委員長、それから、あれの菅野会

長、お世話になりました。

▼飯田会員　越中八尾、楽しい時を過ごせました。本当

に・・・「アレ」でした。

▼吉本会員　ニコニコご協力ありがとうございます。

▼田中会員　colonさん、ようこそいらっ

しゃいました。末長くおつき合いお願い

します。本日、前田先生、インターアク

ターの皆様、卓話宜しくお願いします。

楽しみにしています！

▼濱岡会員　金光八尾高校の皆様、本日

卓話宜しくお願いします。親睦委員の

皆様大変お世話になりました。

▼柏木会員　越中八尾50周年、澁谷委員長お疲れ様

でした。親睦委員会の皆様、お世話になりました。ご夫

人誕生日。誕生内祝い。

▼津田会員　幡田様、先日お世話をかけ、有難うござい

ました。

▼松井会員　在籍内祝い。

▼新宮会員　越中八尾、御苦労様でした。

▼澁谷会員　越中八尾50周年記念式典に多数の参加

ありがとうございました。誕生内祝い。

▼野村会員　越中八尾記念式典、親睦旅行では大変

お世話になりました。ありがとうございました。金光八尾イ

ンターアクトクラブの皆さん、卓話よろしくお願いします。

▼児林会員　越中八尾お疲れ様でした。例会欠席お詫び。

▼幡田会員　鼓呂雲健造会員、入会おめでとうございます。

▼藤田会員　越中八尾50周年式典、親睦旅行お疲れ

様でした。

▼北野会員　越中八尾RC50周年記念例会参加させて

頂きました。担当の委員の皆様、御苦労様でした。

▼曽家会員　きれいなお花を頂きまして有難うございま

す。ご夫人誕生日。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください
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