
八尾ロータリークラブ　2017－2018年度　　　会長　菅野　茂人　　　幹事　長竹　浩

事務局　八尾市清水町1-1-6　八尾商工会議所２Ｆ
ＴＥＬ　072-991-2129　　ＦＡＸ　072-924-0010
URL　www.yaorc.com　　E-mail　 info@yaorc.com

例会日　毎週水曜日　午後０時30分－午後１時30分
例会場　八尾商工会議所３Ｆ
創　 立　1961（昭和36）年3月28日

国際ロータリー　第2660地区2017-2018年度

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」

vol.57
No.40

2018 5
16

 

　　　　　

●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「我等の生業」　　　

●ゲストの紹介

　　　正食協会　笹浪　泉　様

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　　クラブ広報委員会　吉本憲司委員

●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

▼卓　話　　「バランスの良い食事とは」　

　　　　　　　　　　正食協会　笹浪　泉　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

5/23　「私を語る」 鼓呂雲健造・平尾貴英会員

5/30　 「安静の害」 福家　宏パストガバナー

　本日はまず、大変おめでたいお話が御座います。居相会員

が旭日単光賞を叙勲されます。我々会員にとっても誇らしいこ

とです。誠におめでとうございます。

　本日のゲストは米山奨学生のミカエラ・マクドナルド、通称ミ

キさんです。彼女は今回の春のRYLAセミナーに、受講者とし

て参加頂きました。三日間お疲れ様でした。また今日は夜に

歓迎会があります。皆様ご参加宜しく御願いします。

　さて今日は、５月に入って初の例会です。ゴールデンウイー

クも終わり、私の会長の任期も後2カ月となりました。残り期間、

精一杯頑張りますので、御協力宜しく御願いします。

　本日の卓話は「春のRYLAセミナー」報告の為に時間を頂き

ました。この後、写真やビデオで紹介して頂きます。ロータリー

パパの活躍ぶりをご覧下さい。本年度が始まると直ぐに、

RYLA実行委会が立ち上がりました。多く問題や苦労することも

有りましたが、皆さんがそれぞれの立場で役割を果たす努力を

して頂き、無事終了することが出来ました。

　当初、春のRYLAのホストの話があったとき、「大変な時に会

長やなあ」と思いましたが、地区の方から『良い時に会長です

ね。きっと良い経験に成りますよ』と言われました。辛い時も、

その言葉を励みに頑張って来た気がします。

　地区の役員の皆様や、参加して頂いた地区内RCの方々から、

八尾RCの企画力や動員力、また結束力に高い評価をしても
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らっています。チームRYLAの方からも新しいプログラムを経験

出来たこと、また早くから八尾RCの皆さんと話し合う事が出来

たらもっと勉強になったと思います、と感謝のコメントを頂きまし

た。会長に取ってこれ程嬉しいことはありません。本当に御協

力、ありがとう御座いました。

　今回、春のRYLAの経験が、クラブにとって本年度のスローガ

ン、魅力あるクラブライフにつながるものと確信します。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼居相　英機　会員

　今回、経済産業省から推

薦をいただき、旭日単光章

をいただくことになりました。

　まったく予想外のことで、

文字通り「身に余る光栄」と

いう気持ちです。

　近畿経済産業局が管轄する２府５県の中で何らかの表彰を

受けていること、また全国区で表彰されていることも条件の一

つのようです。私の場合は、特許のオリジナリティなども評価さ

れたとのことです。約半世紀にわたり、この技術一本で取り組

んでまいりました。

　皆さんに感謝いたします。

　　

▼米山奨学生・マクドナルド・ミカエラ・マリ様

　ゴールデンウイークにRYLAセミナーに参加しました。行く前

は「日本語があまり話せないからコミュニケーションが難しそう」

と、ちょっと心配していました。

　でも、行ってみると楽しくて、すぐに時間が過ぎました。友達

もできました。日本の文化や、大阪弁もおしえてもらいました。

　このイベントに参加できて、本当によかったです。皆さんあり

がとうございました。

▼米山奨学生カウンセラー・坂本　憲治　会員

　本日６時から、米山奨学生のマクドナルド・ミカエラ・マリさん

の歓迎会を開催します。ぜひご参加ください。

▼野球部・野村　俊隆　会員

　野球部では６月２日に、甲子園で試合を行う予定です。応援

に来ていただける方は、今週中にお申し出ください。

　またRYLA実行委員会より、今月28日にRYLAの打ち上げを

行います。出欠を回覧しますので、ご参加ください。

「春のRYLAについて」

▼RYLA実行委員会・井川　孝三　委員長

　３日間の事業が、皆様のおかげで大成功に終わりました。

皆さんのうち、誰か一人が欠けても大変だったと思います。

　関大のキャンパスが広大なため、設営いただいたSAA吉田

委員長をはじめ皆さんにご苦労をおかけしました。また受講

生については直前まで異動があり、会長・幹事には事務局に

詰めていただきました。

　受講生については、今回は田中会員を中心にたくさん集め

ていただきました。中でもRCのプログラムを受けたことがない

方に多数参加いただけて、よかったと思います。

　ホストクラブは運営が膨大で、野村会員や田中会員をはじ

め皆様ご苦労様でした。特にロータリーパパを引き受けてく

ださいました皆様、ありがとうございました。朝から晩までスケ

ジュールがびっしり詰まっている中で、本当によくやっていた

だいたと思います。

▼ロータリーパパ・相馬　康人　会員

　まず「今の若者は大したものだ」ということを感じました。受

講生の方々は、１日目の夜には早くも自分たちの役割を理解

して、動き始めていました。

　また今回の事業は、自分にとっても非常に勉強になりました。

本当にしんどかったけど、本当によかったと感じています。

　終わってみれば、もっといろいろ伝えたかったのですが、も

う一度チャンスがあるなら、ぜひやってみたいと思っています。

次にホストするときは、自らパパに立候補したいと思います。

▼ロータリーパパ・藤田　隆司　会員

　今回のRYLAに参加して、自分の方が刺激を受けました。

幹　事　報　告

叙 勲 の お 祝 い

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



私の班は最初からチームワークがよく、すぐに役割を決めて

取り組んでいました。

　２日目には一番になろうとして

一瞬バラバラになりかけましたが、

屋外でアドベンチャー・プログラム

に取り組む際には、再び目的に向

かって一つになれたと感じました。

　自分にとっては、勉強になること

ばかりでした。３日目の発表では、

どの班もとてもいい出来栄えでした。

　素晴らしい体験をさせていただい

たと思います。最初はどうすればいいのか迷いましたが、

やってみてよかったです。

▼ロータリーパパ・大槻　恭介　会員

　初めてのことで何からすればいいのかわからず「まずは名

前と顔を覚えよう」と覚えたのですが、始まってみると「ニック

ネームで呼び合おう」ということになり、似たような名前が多く

結局、最後まで覚えきれませんでした。

▼ロータリーパパ・児林　秀一　会員

　今回は参加させていただき、ありがとうございました。何をす

るのかわからず「できるのだろうか」と思っていましたが、チー

ムRYLAの皆さんにうまくリードしていただきました。

　「若いって本当に素晴らしいな」と感じました。テーマの輝く

ことについて、「自分が輝かないと、まわりも輝かない」と言っ

た子がいました。若者たちに、いろいろとおしえられた気がし

ます。もう一回、パパをしたいと思います。

▼ロータリーパパ・小谷　逸朗　会員

　３日間、ロータリー漬けになりました。サラリーマン時代の研

修などと違って、こうしたボランティアの活動は、尊いものだな

と感じました。一人ひとりが役割分担を認識して行動している

姿は立派でした。

　「泣くものか」と思っていたのですが、不覚にも最後には泣

いてしまいました。今回も八尾RCの底力を実感して、改めて

「いいなあ」と思いました。ありがとうございました。

▼ロータリーパパ・友田　昭　会員

　ミキさんとも同じ班で、ベートーベンパパの濵岡会員と２人

で「昭パパ」として頑張りました。

　私は傍観するばかりで、ほとんど濵岡会員にやってもらった

気がします。私はローターアクトクラブに入っていた経験もあ

り、久しぶりにRYLAに取り組んで懐かしく思いました。

　今回の受講生たちを集めて「八尾のローターアクトクラブを

作ってはどうかな」と思います。お世話になりました。

▼ロータリーパパ・濵岡　千寿郎　会員

　何もわからぬままで参加させていただきましたが、本当にい

い経験させていただいたと感謝しております。ありがとうござ

いました。

▼RYLA実行委員会・田中　康正　副委員長

　ホストクラブとして責任を感じて取り組んでまいりました。特

にロータリーパパの皆様には、事業を盛り上げてもらったと思

います。受講生も、意欲ある若者を八尾から15名も推薦させ

ていただくことができました。うれしいことに、そのうち３名は

「ローターアクトクラブに入りたい」とのことです。

　こうした大きな事業に取り組むことで、大変いい勉強になっ

たと思います。これからも皆さん積極的に、よろしくお願いい

たします。

▼菅野会長　春のライラ、皆様お疲れ様でした。又、居相

様叙勲おめでとうございます。

▼宇野副会長　ライラ、お疲れ様でした。

▼長竹幹事　ライラ、お疲れ様でした。

▼佐野会員　お陰様で在籍４８年有難うございます。

ニ　コ　ニ　コ　箱

日時：２０１８年５月９日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告

3.ホップステップジャンプ事業報告

4.インターアクトクラブ新入生歓迎会の件

5.八尾をきれいにする運動推進本部へ

の委員派遣について

6.ライラ会計の件

7.退会届の件

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

4/18

4/25

5/9

会員数

58

58

58

出席

42

43

39

うち出席規定
適用免除者

11

11

10

メーク
アップ

2

出席率

80.77％

82.69％

76.47％

確定
出席率

84.62％

▼居相会員　平成３０年春の叙勲「旭日単光章」を受賞

致しました。皆様に感謝とご報告を兼ねて、ありがとうござ

いました。在籍内祝い。

▼坂本会員　ライラご苦労様でした。本日、米山奨学生

マクドナルド・ミカエラ　マリさんようこそおいで下さいまし

た。本日、マリさんの歓迎会よろしくお願いします。

▼中西（啓）会員　居相会員、この度の叙勲、誠におめで

とうございます。

▼池尻会員　皆様、春のライラお疲れ様でした。

▼山本（勝）会員　居相会員、おめでとうございます。

▼井川会員　皆様のおかげで、ライラ、無事終了いたしま

した。ありがとうございます。

▼笠井会員　良い事が有りました。

▼吉本会員　ＲＹＬＡお疲れ様でした。居相会員、旭日単

光章受章おめでとうございます。八尾ＲＣの誇りです。

▼田中会員　春のライラ研修、皆様、大変お疲れ様でし

た。大成功です。本日の卓話、宜しくお願いします。

▼濱岡会員　春のライラの時は、皆様大変お世話様でし

た。良い体験をさせて頂きました。

▼柏木会員　ライラに参加された皆様、お疲れ様でした。

いろいろご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

▼松井・野村・曽家会員　ライラお疲れ様でした！

▼奧谷会員　週末ライラ、欠席お詫び。

▼新宮会員　遅刻。

▼吉田会員　ライラ、ありがとうございました。

▼児林会員　春のライラ、皆様お疲れ様でした。

▼西村会員　ライラ欠席お詫び。誕生内祝い。

▼小谷会員　井川委員長、田中副委員長、ライラ成功お

めでとうございました。３日間ロータリーづけになりました。

楽しかったです。ありがとうございました。ご夫人誕生日。

誕生内祝い。

▼相馬会員　ライラ、お疲れ様でした。よい経験をさせて

いただき、有難うございました。

▼藤田会員　ライラお疲れ様でした。在籍内祝い。

▼友田会員　春のＲＹＬＡ大成功おめでとうございました。

▼平尾会員　誕生内祝い。例会欠席お詫び。

今後の予定

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 月 火 水 木 金 土 日

新旧合同
理事会

新旧合同
クラブ協議会

年度最終例会

国際大会（～27日）
カナダ・トロント

ロータリー
親睦活動月間

月


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

