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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」

●ゲストの紹介　大橋裕之様、川村健司様

●ビジターの紹介

 ガバナー補佐 百済洋一様（東大阪中央ＲＣ）

 ガバナー補佐エレクト 鈴木慶一様（大阪南ＲＣ）

●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

●卓　話　　「活動報告」　 

　　　クラブ研修委員会　中川　將委員長

　　　プログラム委員会　小谷逸朗委員長

　　　職業奉仕委員会　飯田寛光委員長

　　　社会奉仕委員会　児林秀一委員長

　　　国際奉仕委員会　松井良介委員長

　　　ロータリー財団委員会　福田隆教委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

6/20　「活動報告」

　越中八尾50周年特別委員会 澁谷登志和委員長

　青少年奉仕委員会　野村俊隆委員長

　米山委員会　大槻恭介委員長

　インターアクト委員会　中西広美委員長

　クラブ戦略計画委員会　居相英機委員長

6/27　「１年を振り返って」

　　菅野茂人会長 長竹浩幹事 幡田賀紀副幹事

7/4　「会長所信表明」　山本勝彦会長

　会長の時間も、今日を含めて残り4回です。最後までしっか

り務めたいと思いますので、宜しく御願いします。

　さて6月は、親睦活動月間です。片山ガバナーは「親睦活

動はロータリアンが仲間を増やし、親睦を深め、友情を育み、

仲間意識を高めて会員維持につながる」とガバナー月信で

述べられています。我々のクラブも、親睦活動は盛んに行わ

れています。同好会の活動も盛んで、特にゴルフと野球同好

会は多くのメンバーの参加で、クラブ会員の親睦を深め、友

情を育む事に役立っています。また先週の土曜日には、甲

子園での親睦野球全国大会が開催されました。全国から野
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球好きのロータリアンが集まり、友好試合が行われました。

　八尾ＲＣ野球部も、参加しました。先程報告も有りましたが

10－4の快勝で、本番に強い所を証明出来ました。特によ

かったのが、短い試合時間でしたが全員が出場出来たことで

した。ほとんどの選手が塁に出て得点に絡み、西村会員も出

塁し勝利に貢献しました。感動的なシーンでした。濱岡監督

の新体制のもと、今後の活躍に期待しております。

　話を親睦に戻しますが、私も次年度は親睦委員会でお世

話になります。早速7月11日には、初親睦旅行を企画してお

ります。山本年度の最初の事業です。参加しやすい事も考

慮しております。大勢のご参加を、宜しく御願いします。

　それから、6月のガバナー月信に春のライラセミナーの報告

が記載されています。資料として添付しておりますので、ご一

読下さい、プログラムが一貫していて、内容の濃いセミナー

だったとコメントされています。私たちが当初から目指してい

たことが好評価されていて、非常に良かったと思います。

　また、豊中ＲＣの秋ライラセミナーの報告書もやっと届きまし

た。登録した枚数が事務局に届いています。もうすぐ私たち

の報告書も出来上がって来ます。一寸嫌らしいですが、見比

べたいと思います。

▼２日に地区の会員増強セミナーが開催され柏木・宮川会員

に参加いただきました。

▼３日に地区のインターアクト新入生歓迎会が開催されました。

▼次週13日は、ガバナー補佐をお迎えし、例会後に新旧合同

クラブ協議会を開催します。

▼本日例会後、新旧合同の理事会を開催します。

▼小山　悦治　会員

　先日、同窓会の案内があり「古希を祝う会」とのことでした。一

瞬、誰のことかピンとこなかったのですが、よく考えれば自分た

ちのことでした。最近は年齢のせいで目も悪くなってきていま

すが、その分、違う目が開いてくる気もしています。

　これからも例会にもがんばって出席したいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

▼マクドナルド・ミカエラ・マリ様

　関西学友会の教室に、５月から参加しています。中国語と韓

国語を勉強しています。また今週からは、英語を教えます。

　緊張しますが、いい機会になると思っています。

▼次年度会員増強委員会・宮川　清　副委員長

　２日に地区の増強セミナーに参加してまいりました。「友達を

作るようにメンバーを増やす」、「一人ひとりが委員長のつもりで

増強する」など会員増強に関する講演を聞きました。

　また「変えてはならないロータリー」という話もありましたが、例

会数を月２回に減らして増強したクラブもありました。その他、

入会金をゼロにしたクラブもあります。

　次年度もがんばって、会員増強に取り組んでまいります。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員

　３日に地区インターアクトの新入生歓迎会が、相愛中学高校

で開催されました。「大阪再発見」をテーマに、外国人に紹介

したい場所をグループで考え、発表しました。また海外研修な

ど、来年度の事業も始まりますので、皆様ご参加ください。

▼野球部・田中　康正　主将

　２日に、甲子園での試合を実施しました。濵岡監督のもと19

人で参加し、八日市南RCに10－4で勝利しました。これも月２

回の練習を、週1回に増やした成果だと思います。また前夜祭

ではバナー交換を行い、お土産もたくさんいただきました。

　これからもご支援をよろしくお願いいたします。

「活動報告」

▼クラブ管理運営委員会・宇野　泰正　委員長

　各委員会がしっかりやってくれたと思います。

　会員増強委員会は、８人の目標に対し、５人を入会させて

いただきました。

　出席委員会は100％例会などを設定して、創意工夫で会員

の意識向上を図っていただいたと思います。

　親睦活動委員会は、秋の親睦旅行が台風で中止になるト

ラブルもありましたが、後に越中八尾ＲＣへの50周年式典参

加などにご苦労いただきました。また、印象に残る忘年家族

会なども企画していただきました。

　プログラム委員会では、バランスよく興味を引くゲストをいろ

そ の 他 の 報 告
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米 山 奨 学 生 より



いろと招いていただき、好評だったと思います。

　クラブ広報委員会では、動画でクラブを紹介してくれました。

わかりやすく、今後の広報のありかたを示したと思います。

　クラブ研修委員会では、今後のクラブのあり方を考えていた

だきました。

　越中八尾50周年特別委員会では、23人もの人数で大挙し

て式典に参加し、大いに貢献できたのではないかと思います。

　各委員会の皆様、ありがとうございました。

▼クラブ広報委員会・柏木　武生宜　委員長

　会報を作成、発行しました。またホームページとフェイス

ブックの運営も行いました。会報にはQRコードを掲載し、読

み取ればそこへ飛ぶようになっています。このほか、菅野会

長のスケッチ作品も紹介しました。

　「ロータリーの友」の紹介も、毎月行いました。My Rotaryの

普及にも取り組み、これまでに20名が登録されました。これは

次年度の相馬委員長に引き継いでいきたいと思います。

　また、クラブを紹介する動画を作成しました。そして、他委

員会の活動を広報しました。

▼会員増強委員会・田中　康正　委員長

　当初の増強目標８名に対し、現在５名にとどまっています。

　皆様のご協力をいただきながら、多数のご紹介もいただき

ました。フォーラムや地区委員による卓話などで、皆さんの増

強に対する意識も高まったと思います。

　今年度は、質の高い５名が入ってくれたことが、何よりの成

果だと思います。引き続き皆様のご協力をお願いして、次年

度の児林委員長へバトンタッチしたいと思います。ご支援、ご

協力ありがとうございました。

▼出席委員会・稲田　賢二　委員長

　会員の皆様の例会に対する意識の高さのおかげで、今年

度のこれまでの出席率は、85.91％となっています。

　半期終了時に、会員ごとの出席表をお配りしました。

　ホームクラブの100％出席を目指し、電話でも出席をお願

いするなどしました。結局、メークアップなどで、おかげさまで

100％を達成できました。ありがとうございます。

　今年度の例会も残り３回となりましたが、引き続きご協力を

お願いいたします。また次年度の新宮委員長には、100％を

一度と言わず、何度も達成してもらえれば、と思います。

▼親睦活動委員会・山本　昌市　委員長

　７月に京都へ初親睦会を実施しました。30名と多数のご参

加をいただきました。

　秋の親睦旅行は、台風のため残念ながら中止となりました。

　忘年家族会は会員、ご家族を合わせ63名の参加で、コン

サートや抽選会で楽しんでいただきました。

　３月には越中八尾ＲＣ50周年式典へ、22名で参加しました。

　５月にも日帰り旅行を予定していましたが、同時期にホスト

した春のRYLAが、親睦にもなったのではないかと思います。

　一年間、ありがとうございました。

▼SAA委員会・吉田　法功　委員長

　例会場の設営を行いました。委員会で順番を分けて、ロー

テーションで担当しました。当初計画していた座席指定が実

施できなかったのが、残念に思います。

　例会を賑やかに、という会長のご意向もあり、月初にはテー

ブルに花を飾るようにいたしました。例会終了後は、誕生日

の方に持ち帰りいただいています。

　食事の手配は業者さんにご協力いただき、おいしい料理を

出していただきました。感謝申し上げます。またメールでの出

欠確認で、無駄が出ないように工夫しました。なるべく数多く

余らせることがないよう、努力しました。

　ニコニコ箱は決して強制せず、喜んで協力してもらえるよう

努力しました。金額は、ほぼ目標の目安を達成できそうな状

況です。会員の皆様にも金額を気にしていたただいたりして、

ありがとうございました。

　在籍や年次表彰のお祝いも行いました。ご夫人誕生日に

は花束を、会員の誕生日には幡田会員にご提供いただいた

お米を、お届けしました。還暦など節目のお祝いは、ネクタイ

をプレゼントしました。あと３回の例会も、引き続きご協力をよ

ろしくお願いいたします。

▼菅野会長　本日から各委員会の報告です。皆様よろしく。

▼宇野副会長　菅野丸もあと１カ月です。しめていきましょう。

▼長竹幹事　相馬さん、お世話になりました。誕生内祝い。

▼佐野会員　八尾ＲＣコンペ計らずも優勝させて頂きました。

▼坂本会員　米山奨学生マクドナルド　ミカエラ　マリさん例

会出席ご苦労様です。今日も例会勉強して帰って下さい。

▼中川（將）・北野会員　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

5/23

5/30

6/6

会員数

58

58

58

出席

43

40

43

うち出席規定
適用免除者

9

6

9

メーク
アップ

0

出席率

86.00％

85.11％

86.00％

確定
出席率

86.00％

▼小山会員　誕生内祝い。

▼山本（昌）会員　本年度も残り１カ月。会長、役員の方々頑

張って下さい。本日、卓話報告よろしく！

▼中川（廣）・山陰会員　ご夫人誕生日。

▼山本（勝）会員　先日の甲子園大会、めでたく勝利しました。

10-4で滋賀県八日市南ＲＣに勝利できました。

▼稲田会員　在籍内祝い。

▼笠井会員　良い事が有りました。

▼田中会員　本日、卓話宜しくお願いします。

▼濱岡会員　甲子園での親睦試合に皆様のお陰で勝利す

る事が出来ました。

▼柏木会員　遅ればせながら、居相さん叙勲おめでとうござ

います。濱岡さん傘寿おめでとうございます。例会欠席おわ

び。本日、卓話よろしくお願いします。

▼吉田会員　あと１カ月です。ニコニコよろしくお願いします。

▼野村会員　甲子園楽しかったです。

▼児林会員　甲子園皆様お疲れ様でした。

▼西村会員　甲子園お疲れ様でした。快勝で良かったです!

▼相馬会員　ちょっと早いですが、私にとって今期最後のニ

コニコ発表となりました。一年間、ありがとうございました。誕

生内祝い。

▼藤田会員　野球部、甲子園にて全員野球で勝ちました。

お疲れ様でした。

今後の予定
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

日時：２０１８年６月６日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告

3.第４１回「八尾河内音頭まつり」協賛

4.「交通事故をなくす運動」八尾市推進

本部委員

5.近畿・四国（4地区）合同委員会登録料

6.演題用パネルの件

7.新入会員カウンセラー

理事会議事録

月 火 水 木 金 土 日

理事会

初親睦会

合同地区
委員会

月
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