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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「八尾ロータリー讃歌」　　　

●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　　「胆道がんの予防・早期発見と治療」

　　　　　　　　　　佐々木　洋　名誉会員

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

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

　本日は第2660地区から泉パストガバナーと青少年奉

仕委員会・斉藤委員長が卓話の為にお越し頂きまし

た。有難う御座います。

　八尾ロータリークラブがホストします春のライラの、危

機管理について卓話をして頂きます。

　チームライラ、受講者と多くの若者を対象にしたセミ

ナーですので、事故やその他の危機管理について身

につけておきたいと思います。

　さて本日の会長の時間ですが、本年度の基本方針

にもあります、ロータリークラブの認知度向上のための

事業として、広報委員会柏木委員長の提案で八尾

ロータリークラブのPR動画を作成いたしました。

　その内容を、皆様にもご覧いただきたいと思っており

ます。それでは柏木委員長宜しく御願いします。

　この動画を今後、ホームページやその他、ロータリー

の理解を深めるために使えれば、と思います。

第2763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



▼本日IMロータリーデーのパネルディスカッション

の打ち合わせに、松井会員に参加いただきます。

▼地区戦略計画委員長会議が開かれ、居相会員

と菅野会長が出席されました。

▼22日四和会が開催され、新旧の会長・幹事で

参加します。

▼23日は事務局お休みです。何かありましたら、

幹事までご連絡ください。

▼次週21日は、祝日で例会お休みです。

▼戸田会員にお誕生日のお祝いをお送りしまし

たところ、ご子息がからお礼状が届きましたので、

ご紹介します。

▼RYLA実行委員会・井川　考三　委員長

　4月28～30日に、春のRYLAセミナーを関西大学

の高槻キャンパス、堺キャンパスで開催いたしま

す。

　ご子息やお孫さん、あるいは会社の従業員の方

で、対象の方がおられましたら、ぜひご参加くださ

い。参加して、がっかりすることはないはずです。

　またメンバーの皆さんも、多数のご出席をお願

いいたします。

▼菅野　茂人　会長

　春のRYLA実行委員会の、組織図とスケジュー

ルをお配りしております。クラブの全体事業ですの

で、皆様のご協力をお願いいたします。

　３日間のうち、ご参加いただけるところだけでも

結構ですので、ご協力ください。みんなで盛り上

げたいと思っております。

▼RYLA実行委員会・企画事業部会・

　　　川田　隆　会員

　ロータリーパパのガイダンスを再来週AM11:00

から行います。ロータリーパパをお願いしておりま

す12名の皆様は、お集まりください。

▼澁谷　登志和・次年度幹事

　本日夜、籠乃屋で次年度のクラブ協議会を開催

します。対象の方は、ご出席ください。

▼職業奉仕委員会・飯田　寛光　委員長

　毎月１回、委員会を開催しておりますが、今月は

28日夜に予定しております。委員会メンバー以外

の方も歓迎いたしますので、ぜひご参加ください。

▼クラブ広報委員会・柏木　武生宜　委員長

　八尾RCのPR動画が完成しました。本日例会で

上映しますので、皆様にご覧いただいてから、

ホームページにアップしたいと思います。

　八尾RCをいろんな場面でアピールできるよう、

ご活用ください。

「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（パストガバ

ナー）・泉　博朗　様（大阪帝塚山RC）

　この度は、秋のRYLAセミナーのホストをお引き

受けいただき、誠にありがとうございます。

　危機とは、組織や個人にとって好ましくない事の

全てであります。特に大勢が集まりますRYLAセミ

ナーにおきましては、様々な危機が潜在しており

ます。

幹　事　報　告

卓　　　話

そ の 他 の 報 告



１． 受講生、ロータリアンの病気、怪我、事故

２． 食中毒、食事アレルギーによる発病

３． 災害、台風、豪雨等の異常気象

４． 受講生同士やロータリアンが関わったセク

ハラ、パワハラ（喧嘩）

５． 宗教的な習慣によるトラブル

６． SNSなどへのプライバシー

７． その他

等、が考えられますが、危機管理とは、そのような

問題が起こらないように管理する、準備することで

あります。起こってからでは遅いわけであります。

　病気や怪我に対しては、医師、看護師の同行が

望ましいのですが、無理な場合は、搬送の準備や、

受け入れ先の確保、救急車の依頼などを想定し

てください。

　また、十分に損害保険に入っていただかなけれ

ばなりません。外部からの要因に対する備えはあ

る意味わかり易く、想定しやすいのですが、特に

セクハラ、パワハラは当事者にそのつもりはなくて

も、相手が不愉快に思えば立派にセクハラ、パワ

ハラになってしまいます。たとえ、善意のつもりで

伝えたこと、単に注意するつもりで行った言動が

セクハラ、パワハラになりますので十分に注意して

ください。

　特に、ロータリーパパは常に行動を共にします

ので、受講生の様子の観察をお願いします。急に

おとなしくなったり、はしゃいだりする時は何か訴

えたいことがあるのかもしれません。

　万一、問題が起これば、全員が情報を共有する

ネットワークの確立をお願いします。第一報は、感

情が入る場合がありますので、大げさになったり、

過小になったりいたします。必ず確認を取るように

お願いします。

　また、速やかな対応も必要でありますので、事前

に担当を決めていただき、シミュレーションも必要

でありましょう。

　問題事項に関しましては、地区青少年活動委員

長に伝えて下さい。場合によりましては、危機管

理委員会にて対応させていただくこともあります。

地区危機管理委員会は、女性弁護士、弁護士、

ロータリアン以外の公安関係者、報道関係者を揃

えております。

　いずれにいたしましても、十分に準備していただ

ければ、素晴らしいRYLAセミナーになりますこと

でありましょう。

▼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） 春の

RYLAまで２カ月を切りました。これからが佳

境ですね。頑張りましょう。

▼菅野会長　泉パストガバナー、本日卓話よ

ろしくお願いします。又斎藤委員長、ようこそ

お越し下さいました。写真有難う。

▼宇野副会長　泉様、卓話よろしくお願いし

ます。写真有難う。

▼長竹幹事　泉パストガバナー、本日卓話

宜しくお願い致します。斎藤地区委員長、ラ

イラご指導下さい。

▼松本会員　在籍内祝い。誕生内祝い。例

会欠席お詫び。

▼居相会員　越中八尾RCのおみやげありが

とうございました。

▼池尻会員　泉パストガバナー、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。

▼山本（昌）・稲田・飯田・濱岡・児林・小谷・

大槻・藤田会員　写真有難う。

▼中川（廣）会員　在籍内祝い。写真有難う。

▼山本（勝）会員　次年度クラブ協議会よろ

しくお願い致します。

▼井川会員　泉PG、ようこそおいで下さいま

した。ありがとうございます。

▼川田会員　泉パストガバナー、斎藤委員

長、ようこそお越し下さいました。よろしくお願

いします。

▼吉本会員　泉PG、ようこそお越し下さいま

した。ご指導よろしくお願いいたします。

▼柏木会員　泉パストガバナー、斎藤委員

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

2/28

3/7

3/14

会員数

56

57

57

出席

45

38

39

うち出席規定
適用免除者

13

9

12

メーク
アップ

4

出席率

84.91％

76.00％

75.00％

確定
出席率

92.45％

長、卓話よろしくお願い致します。写真有難

う。

▼山陰・吉田会員　例会欠席お詫び。

▼澁谷会員　いつもニコニコ協力ありがとうご

ざいます。写真有難う。

▼野村会員　斎藤委員長、昨日はお疲れ様

でした。ありがとうございました。写真有難う。

▼西村会員　越中八尾のおみやげありがとう

ございます。例会欠席お詫び。

▼相馬会員　越中八尾、みなさま有難うござ

いました。写真有難う。例会欠席お詫び。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定

2018-19年度　ＲＩ会長テーマ

BE THE INSPIRATION
インスピレーションになろう

2018-2019年度

バリー・ラシン会長

（バハマ、イースト・ナッソーＲＣ）

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

IM第４組
ロータリーデー

母子の健康月間

月

月

青少年
奉仕月間

月 火 水 木 金 土 日

理事会

（休会）

月 火 水 木 金 土 日
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