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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「我らの生業」

●ゲストの紹介　川村健司様・倉本　巌様・

　　　　　　　　　　 竹原信二様・竹中浩人様

●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

●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」　 

　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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

　先週から各委員会の一年を振り返っての報告がされ

ています。委員会の報告を聞きながら私も、一年の活

動を振り返っています。

　今日の会長の時間はロータリーの歴史に学ぶ、パー

ト５です。1970年から現在までの話をしたいと思います。

　ロータリーの発展とともに、その拡がりからくる多様性

は基本原則である職業分類や、会員制度にも緩和の

傾向さえ見られ始めました。また一方では職業奉仕活

動の再確認、ロータリーの規約に対する再建等も、真

剣に考えられました。

　1980年、ロータリー創立75周年に３－Hプログラムが

企画されました。これは国際理解、親睦、及び平和の

促進の為の方法であります。ヘルス、ハンガー、ヒュー

マニティー、人々の健康を改善し、飢餓を救済し、人

間的社会的発展を図る事が目的のプログラムです。こ
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の３－Hプログラムから、ポリオプラスやロータリー・ボラ

ンティア・プログラムが生まれました。

　ロータリーの発展はその時代、国、文化など違うバッ

クグランドを持つ会員たちが、サービスの哲学につい

て、あくまでも探し求めようとした姿勢の上にあります。

各会員が真剣にその概念を理解し、議論し、実践に

移し、そして築き上げてきたのです。

　しかしそれでも長い月日が流れると、どうしてもロータ

リーの精神と言うものの本質や会員の意識にブレが生

じてきます。この際に必要なのが「原点に戻る」と言う

事だと思います。

　歴史上のロータリアンから受け継いでいる精神、

DNAを我々も引き継いでいなければならないと考えま

す。ロータリーは決して複雑であってはなりなせん。本

来ロータリーの義務、責任はロータリアン個人の双肩

に掛かっており、個人によって行われている仕事の集

計がロータリー活動です。

　ここからが大事な話ですが、ポリオプラスなどの大き

な事業は立派な運動ではありますが、核心を突くとこ

ろ、ロータリー活動ははじめから終わりまでクラブが中

心です。地区がクラブのお手伝いするという基本姿勢

から外れてはなりません。

　言い換えればRIと言う大きなアドバルーンを、地区を

軸に我々が手綱を引いているような事になるのでしょう

か。ロータリーがどんどん大きくなりますが、何よりも大

事なことは、各個人が持つロータリーの精神です。歴

史や哲学について長く話してきましたが、来週は最後

に「ロータリー精神」について話したいと思います。

▼台湾東部地震への義援金として、第2660地区から現

地のガバナー協会へ424蔓延余りが送金されました。

▼池田くれはＲＣ様より、35周年記念事業の案内が届い

ておりますので、回覧します。

▼15日にMy Rotaryなどについての説明会が開催され、

相馬会員と事務局に出席いただきます。

▼同日、市民憲章推進協議会が開かれ、会長が参加し

ます。

▼ロータリー野球大会の前夜祭でいただいたお土産の

お菓子を、本日お配りしております。

▼本日例会後、ガバナー補佐をお迎えしての新旧合同

クラブ協議会を開催します。

▼次年度親睦活動委員会より、7月11日例会後、初親

睦会を開催します。出欠を回覧します。

「活動報告」

▼クラブ研修委員会・中川　將　委員長

　８月に会員満足度アンケートを実施しました。この集

計結果に基づき後日、例会後にフォーラムを開催しま

した。会員増強と会員の満足度を高めるため、皆さん

で討議していただきました。いただいたご意見を今後

の参考にするため、戦略計画委員会にも提出しました。

　また今年度の新入会員として５名が入会されました

が、入会当日の例会前にインフォメーションを行いまし

た。ロータリーのことを研修した上で、例会に臨んでい

ただきました。

　また井川会員を講師に、フレッシュロータリアンの研

修を行っていただきました。

卓　　　話

幹　事　報　告



▼プログラム委員会・小谷　逸朗　委員長

　今年度は、メンバー全員が聞きたくなるような魅力的

な卓話をめざしました。卓話者は経済や文化、スポー

ツ、政治、社会問題、健康など多岐にわたりました。

　また会員にも研修の意味を含め、卓話をお願いしま

した。そして福家PGにも、卓話をしていただきました。

　各特別月間には、それぞれの担当委員長に卓話を

お願いしました。会員の皆様には卓話者招聘にご協

力いただき、ありがとうございました。

▼職業奉仕委員会・飯田　寛光　委員長

　事業は特に実施しませんでしたが、委員会を活発に

開催しました。合計で７回開きました。

　また１月の職業奉仕月間には、卓話をさせていただ

きました。

　今年度は笠井委員が地区の職業奉仕委員会へ出

向していただき、いろいろと有意義な話も聞かせてい

ただきました。

　委員会を開いた際には、委員会メンバー以外からも

オブザーバーとして数多く参加していただきました。あ

りがとうございました。ロータリーのことを知り、自分の

意見を持つこと大切と考え、「委員会中はロータリーの

話以外は禁止」というルールで行いました。

　職業奉仕は今、ＲＩでは忘れられつつあるような雰囲

気もありますが、日本では独自に浸透しているように

感じます。シェルドンの登場前から日本には、二宮尊

徳や近江商人などがいました。そうしたDNAがあるの

ではないかと思います。

　企業など不祥事が相次ぐ時代だからこそ今、改めて

職業奉仕を見つめ直してみる必要あるのではないか

と感じます。

▼社会奉仕委員会・児林　秀一　委員長

　本町の公園で、クリスマス・イルミネーションを実施し

ました。会員の皆様にもご協力いただきながら約１ヶ月

半点灯し、素晴らしい事業ができたと思います。

　市民の皆さんからも「いつまでですか」「来年もやっ

てください」などの声をいただきました。惜しまれながら

終わりましたが、市民の皆様も巻き込んでできた事業

だったと思います。

　また生活困窮者の支援事業として、八尾市のホッ

プ・ステップ・ジャンプ事業を支援しました。厚生労働

省の事業をもとに八尾が独自に取り組んでいるもので、

社会福祉協議会とも協力してこの会場でフォーラムを

開催しました。当日は80人近くの方々に参加していた

だきました。

　一年を通して委員会では、精一杯事業ができたと思

います。

▼国際奉仕委員会・松井　良介　委員長

　台北東RCと共同での奉仕事業を模索しましたが、

今年度すぐには難しいということになりました。

一方で、フィリピンのセブ島を訪問しました。バラックで

暮らす子どもたちの姿を目の当たりにし「何かできない

か」と思いました。

　現地を訪問し、セブRCとも面会して話をうかがいまし

た。子どもが学校へ行けていない、親のモラルの欠如

など、いろいろと根深い問題があるようです。

　貧困層の支援にあたるNPO団体を見学しました。支

援を今後、実現できるようにしていきたいと考えていま

す。

▼ロータリー財団委員会・福田　隆教　委員長

　ポリオプラスへの寄付やロータリー財団への寄付、

ベネファクターの輩出などについて、会員の皆様に協

力を依頼してまいりました。

またロータリー財団の中身などについて、卓話でご説

明、お話ししました。

今年度も皆様にはご協力をいただき、ありがとうござい

ました。

▼菅野会長　本日のゲスト大橋様、川村様、ようこ

そお越し下さいました。又ＩＭ第４組ガバナー補佐

百済様、ガバナー補佐エレクト鈴木様この後クラブ

協議会よろしくお願いします。

▼宇野副会長　活動報告よろしく。

▼長竹幹事　百済ガバナー補佐、鈴木ガバナー補

佐エレクト、本日宜しくお願い致します。

▼中川（將）会員　地区ガバナー補佐百済洋一様、

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
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58
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40
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うち出席規定
適用免除者

6

9
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0

出席率

85.11％

86.00％

80.39％

確定
出席率

85.11％

よろしく御指導いただけますようお願いします。

▼中川（廣）会員　吉本大先生、大変お世話になり

ました。

▼山本（勝）会員　百済ガバナー補佐、鈴木ガバ

ナー補佐エレクト、本日は、よろしくお願い申し上

げます。

▼井川会員　百済ＡＧ、鈴木ＥＡＧようこそおいで

下さいました。ご指導よろしくお願いします。

▼笠井・濵岡会員　良い事が有りました。

▼飯田・松井会員　卓話よろしくお願いします。

▼吉本・吉田会員　いつもニコニコありがとうござい

ます。

▼宮川・児林会員　川村さん、大橋さんゆっくりして

いって下さい。

▼野村会員　「よーいどん」見ました。「となりの人間

国宝さん」おめでとうございます。

▼曽家会員　例会欠席お詫び。

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１３日（水）

承認事項

1.新入会員　大橋裕之様の件

持ち回り理事会議事録

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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