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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「我らの生業」　　　

●出席報告

●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　　 

4/18　日本熊森教会

4/25　「茶の湯・Why&Because」 表千家 南 美鈴様

　今日の会長の時間は、友好と友情について少し話をしたい

と考えています。

　少し前になりますが、米山奨学生の陳韋宏君が八尾から東

京工業大学の大学院へと巣立って行かれました。昨年の4月

から約1年間という短い間でしたが、大勢のメンバーが送別会

に集まってもらいました。皆様から激励の言葉をかけてもらい、

大変喜んでおり「卒業して立派になって、日本と台湾の掛け

橋になる」と約束してもらいました。

　米山奨学会には疑問や異論がある方もおられます。しかし

ながら本人には窺い知れない事かも解りませんし、我々の行

いは大河の一滴かも知れませんが、この様な交流から我々

の思いが通じ、大河になる事を祈ります。

　それから同じ週ですが、越中八尾RCの50周年の式典があ

り、八尾RCから23名の会員で参加して参りました。大勢の参

加で式典に花を添える事でき喜んでおります。

　越中八尾のメンバーにも大変感激してもらい、祝宴の後も2

次会、3次会と本当に歓迎して頂きました。

　この友好クラブの関係も、元は会員同士の友情をきっかけ

に始まったと聞いております。現在に至るまでも松本パストガ

バナーをはじめ、個々の交流が現在の友好クラブの関係を

形作ったと言っても過言ではありません。

　また今回担当して頂いた澁谷委員長、濵岡副委員長も足

掛け7、8年はこの友好関係の架け橋として御尽力して頂いて

おります。ありがとう御座います。

　また4月の17、18日と八尾RCにお礼の訪問をされる様で御

座います。歓迎の宴を企画しておりますので、ご参加宜しく

御願いします。

　少し余談になりますが、祝宴での乾杯の発声を頼まれまし
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て、主賓の挨拶でもないので、高をくくっておりましたら、言

葉に詰まってしまい、『あの、あれですわ』と言ってしまい、失

笑をかいました。

　越中八尾のメンバーから「ユーモアのある挨拶を有難う御

座います」と言われて落ち込んでおりましたら、飯田会員がき

て「乾杯に“あれっ”は」と大笑いされ、2次会、3次会と相当弄

られましたが、だんだん気が楽になり、こんな格言を思い出し

ました。

　「真の友人とは、失敗したときに寄り添ってくれるものである。

何故なら成功者には放っておいても人は集まる」。あの時の

メンバーの友情に感謝し、会長の時間を終わります。

▼5日に米山オリエンテーションが開かれ、幡田次年

度委員長と坂本カウンセラー、そしてRYLAのPRで井

川・野村会員が出席されます。

▼6日に金光八尾の入学式が開催され野村・中西

（広）・吉田会員と会長、幹事で出席してまいります。

▼7日は次年度のための地区研修・協議会が開催さ

れます。

▼次週11日（水）は、例会は行いません。14日（土）正

午から、ロータリーデーの前に例会を行います。

▼同日、フレッシュロータリアン研修会が開催されます。

入会５年未満の会員が対象で、ぜひご参加ください。

井川会員が講師を務められます。

▼チャリティトークショーの案内が東大阪中央RCから

届いております。チラシをご参照ください。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼平尾　貴英　会員

　もともと八尾木北に本社がありました。現在、コメダ珈

琲がある所です。父が創業し、私が２代目で10年前、

三重に移転しました。

 前からRCにはご紹介いただいていましたが、遠方の

ためお断りしていました。来月で64歳になり、息子も入

社して勉強中ですので、自分が会社にいない時間も

つくろうと、入会させていただくことにしました。

 人生の先輩にいろいろと教わり、今後の糧にしたいと

考えております。これからよろしくお願いいたします。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご入会、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おめでとう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ございます。

▼澁谷　登志和・次年度幹事

　第３回被選理事会を、今夜開催します。対象の方は

ご出席ください。

▼地区研修委員会・井川　孝三　委員

　ロータリーデーが開催される今月14日（土）の午前中

に、IM組単位の「フレッシュロータリアン研修会」が初

めて開催されます。入会５年未満の方が対象で、ディ

スカッションもありますので、ベテラン会員の方々もご

参加ください。

　また春のRYLAがいよいよ今月28日に迫ってきました。

ご子息、お孫さん、社員さんなど18～30歳の方は受講

生としてぜひご参加ください。

▼ゴルフ部・小谷　逸朗　部長

　明日、四輪会のコンペが開催されます。また5月17

日には春のコンペを春日台CCで行います。濵岡会員

の傘寿を祝う会も兼ねておりますので、ご参加ください。

▼RYLA実行委員会・野村　俊隆　委員

　春のRYLAの出欠ですが、確定分として再度確認い

たします。これをもとに食事などの手配をしたいと思い

ますので、ご協力よろしくお願いいたします。

「私を語る」

▼友田　昭　会員

　昨年８月に入会させていただ

きました。RCについては松井

会員からお話をうかがったの

がきっかけでしたが、まさか入会することになろうとは、自

分でも驚いています。

　61歳になりますが、このクラブの中では中間ぐらいの年

齢層かと思います。これからは、何事も一生懸命生きてい

きたいと思っています。

幹　事　報　告

そ の 他 の 報 告

卓　　　話新 入 会 員 の ご 紹 介



　自宅はここからも近く、例会にも自転車で来ています。

すぐ近くの八尾小学校、成法中学校が母校です。

　高校ではテニス部に熱中し、おかげで大阪でベスト８ぐ

らいまでいきました。RCでもテニスの同好会があるそうで、

早速入らせていただきました。久しぶりのテニスで、新し

い用具も買い、楽しみにしています。

　野球部もあるそうで、こちらも「甲子園に行きたい」と楽し

みにしているところです。ただ仕事柄、週末にはなかなか

参加できないこともありますので、どうかお許しください。

　大学は国学院大学へ進学し、神職になるための勉強を

しました。実は私の息子が、この４月から国学院大学へ進

学することになりました。跡を継いでくれるのでは、とうれ

しく思っています。私で19代目、息子で20代目になります。

　大学を卒業後は、今宮戎神社に就職しました。そこの

代表の宮司が大阪南RCの会員で、ローターアクトクラブ

に派遣されたのがロータリーとのご縁の始まりでした。

RYLAなども数多く参加させていただきました。

　当時はローターアクトクラブに、30人ぐらい会員がいまし

た。月２回、夜に例会を開き、その中で私は会長職も務め、

地区にも出向しました。海外との交流なども行い、海外研

修にも行かせていただきました。楽しかった思い出です。

　海外のローターアクターはエリートが多く、入会すること

がステータスのような雰囲気でした。彼らといっしょに奉仕

活動をしたり、またRACでの経験、多くの人との関わりな

どで、20代を楽しく過ごさせていただきました。そして今、

恩返しのつもりでRCに入会させていただきました。

　30代で青年会議所（JC）に入会、理事まで務めました。

無我夢中で活動していたように思います。活動は楽しく、

RCにもたくさんのJC出身者がおられるので心強いです。

　職業分類は神道で、矢作神社の代表役員・宮司を務め

ております。また近鉄八尾駅前の八尾神社も兼務し、山

本駅から5分ほどの八坂神社の宮司もしております。

　これからもご指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

▼曽家　清弘　会員

　私は1965（昭和40）年に、東大

阪市の現在の大蓮で生まれまし

た。長屋で父が大工を抱え、仕

事をしていました。その後に父が八尾市の堤町で住宅を

購入し、中学を卒業後には山本町南で土地を購入して

父が家を建てました。

　高校卒業後に、父が舌がんと診断され６、７年の通院が

続きました。私も大工から下積みし、設計の勉強で一年

間金沢へ行き、マンション管理の仕事もしました。

　やがて父が亡くなります。私が仕事を早く覚え、もっと仕

事の話ができていたら、と思うこともありますが、でも父が

いれば甘えていたかもしれないとも思います。そして母も

亡くなり、両親ともに相談することができなくなりました。

　結婚して子どもができるのですが、建売事業について、

建築はある程度わかっていたのですが、不動産はあまり

知識がありませんでした。

　37歳で社長に就任しましたが、会長が亡くなってからは

相談する人がいなくなりました。「ここからが正念場」と、会

長がいなくても頑張っていきたいと思っています。

　交流の会には今まで、入ったことがないのですが、八尾

RCでいろんな話を聞かせてもらい、糧にしていきたいと

考えております。部下の指導にも役立てたいと思います。

　先日はフィリピンのセブ島に行かせていただきました。

セブRCの方々からも話を聞きましたが、現地では子ども

たちは半分以上が学校に行けていないそうです。スラム

街を歩いたのですが、危険で悲惨な場所です。

　でも子どもたちには笑顔がありました。笑顔でいるしか

ないような、絶望的な状況のようです。こうした状況は、や

はり教育で長期的に変えていくことが必要とのことでした。

　これから頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

▼菅野会長　数井様、西田様、ようこそお越し下さいまし

た。本日卓話“私を語る” です。ご清聴よろしく。

▼宇野副会長　ロータリーに入って、１５年になりました。

いつのまにか、早いですね！

▼長竹幹事　平尾先輩、ご入会おめでとうございます。

▼中西（啓）会員　友田会員、曽家会員の卓話を楽しみ

にしています。例会欠席お詫び。

▼中川（將）会員　平尾貴英新入会員、どうか今後共宜し

くお願い致します。

▼村本会員　在籍内祝い。

▼中川（廣）会員　平尾さん、入会おめでとうございます。

これからもよろしくお願いします。例会欠席お詫び。

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

3/14

3/28

4/4

会員数

57

57

58

出席

39

43

42

うち出席規定
適用免除者

12

8

9

メーク
アップ

4

出席率

75.00％

89.58％

84.00％

確定
出席率

82.69％

▼山本（勝）会員　年次表彰内祝い。

▼小林会員　宇野さん、お世話になりました。

▼飯田・松井会員　誕生内祝い。

▼川田会員　数井様、ごゆっくりなさって下さい。ご夫人

誕生日。

▼田中会員　　平尾様、入会おめでとうございます。素晴

らしいロータリーライフを！！澁谷会員、何とお礼を言っ

てよいかわかりません。在籍内祝い。

▼濵岡会員　友田様、曽家様、本日の卓話、楽しみにし

ています。

▼柏木会員　次年度の正副欠席おわび。友田さん、曽家

さん、私を語る　楽しみにしてます。平尾先輩、入会おめ

でとうございます。

▼山陰会員　例会欠席お詫び。

▼澁谷会員　平尾さん、ようこそ。濱岡さん、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。在籍内祝い。

▼野村会員　野球部決起大会お疲れ様でした。濱岡監

督ありがとうございました。ご夫人誕生日。

▼幡田会員　平尾貴英会員、入会おめでとうございます。

▼相馬会員　平尾さん、入会おめでとうございます。本日

も多額のニコニコありがとうございました。

▼藤田会員　友田様、曽家様、本日の卓話宜しくお願い

します。

日時：２０１８年４月４日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告

3.青少年育成八尾市民会議委員の派遣

4.越中八尾ＲＣ50周年式典・親睦旅行収支報告

5.ローターアクト年次大会登録

6.ＩＭ第４組フレッシュロータリアン研修交流会

7.春のＲＹＬＡ登録料

8.子供食堂

理事会議事録

今後の予定
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


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

