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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「四つのテスト」

●出席報告

●2017－18年度100％出席表彰

　ホームクラブ100％出席

　　　菅野茂人・長竹　浩会員

　メークアップ100％出席

　　　井川孝三・笠井　実・友田　昭・

　　　野村俊隆・吉田法功会員

●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　　「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

●閉会　「点鐘」

●槌の引き継ぎ

■卓話予告

7/4　「会長所信表明」　山本勝彦会長

7/11「活動計画」

　クラブ管理運営委員会

　　　　稲田賢二副会長・柏木武生宜副会長

　会員増強委員会　児林秀一委員長

　出席委員会　新宮一誓委員長

　親睦活動委員会　菅野茂人委員長

　ＳＡＡ委員会　野村俊隆委員長

　プログラム委員会　田中康正委員長

　クラブ研修委員会　中西啓詞委員長

7/18「活動計画」　

　クラブ広報委員会　相馬康人委員長

　職業奉仕委員会　山陰恭志委員長

　社会奉仕委員会　松井良介委員長

　国際奉仕委員会　小谷逸朗委員長

　ロータリー財団委員会　飯田寛光委員長

7/25「活動計画」

　越中八尾ＲＣ担当委員会　濱岡千寿郎委員長

　青少年奉仕委員会　大槻恭介委員長

　米山委員会　幡田賀紀委員長

第2775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



　インターアクト委員会　吉田法功委員長

　クラブ戦略計画委員会　居相英機委員長

　限りある時間の中、本日を含め6回にわたり、ロータリーの

誕生から現在までの歴史を振り返りながら、ロータリーの哲学

について話してきました。今日が最後になりますが、この様に

引き継がれてきたロータリー精神とは一体どんなものか話し

たいと考えます。会長の時間にロータリーの情報をお伝えす

る事にこだわった理由も、理解していただけたらと思います。

　100年に渡る歴史を経てロータリーは発展し、奉仕活動の

推進と、世界平和に貢献してきました。ロータリー活動は「職

業奉仕の理念を研鑽し、それを達成するための人間形成の

場である」と言う考え方と「障害者や、世界で恵まれない人々

に対する、奉仕を主体とする場である」と考える人々との、論

争の歴史でもありました。

　しかし基本、ロータリーは「I serve」であります。「目的」でも

ある通り、有益な事業を基礎としての「職業奉仕」を第一に推

奨しています。そしてロータリーの理念と哲学がまとめられて

いるのが『ロータリーの目的』であり、「決議23-34」であります。

　理念は変えてはならないものです。逆に変わらない哲学が

あるのは、ロータリー100年の歴史の重みがあるから、とも言

えるかもしれません。

　要約するとこう言う事でしょうか。ロータリーとは「利己的な欲

求と、他人の為に奉仕したいと言う感情の間に存在する哲

学」であり、この哲学を理解した上で、個人として価値ある企

業活動をベースにして、日常生活でそれを実践し、それに

よって得られる人生の成功と幸せを反復しながら、地域社会

に模範を示すことである言えます。またその様な先輩から多

くを学べるのもロータリークラブであります。

　世界規模の奉仕活動が出来るほどロータリーは成長しまし

たが、「哲学」を失ってはいけません。我々が行うあらゆる奉

仕活動、また例会や親睦活動は全て、その「哲学」を学ぶ場、

実感する場、鼓舞する場、であると考えます。

　ロータリーライフを通じてこうしてご縁のあった仲間と信頼と

友情を築き、関わり、日々少しずつでも成長して、その恩返し

を社会に出来る、と言う事がロータリアンの特権であり、ス

テータスなのではないでしょうか。

　ロータリーの歴史に学ぶと言う事で、ロータリー情報として、

会長の時間で話してきましたが、今日が最後になりました。ご

静聴ありがとう御座いました。

▼15日、地区のMy Rotaryやクラブセントラル等の説明会

に、相馬会員と事務局で参加いただきました。

▼15日に市民憲章推進協議会が開かれ、菅野会長に出

席いただきました。

▼IM第４組の新旧会長幹事会が開催されます。

▼23～27日にトロントでＲＩの国際大会が開催されます。

▼7月11日の例会後、初親睦会を行います。出欠を回覧し

ます。

▼石垣RCに移籍された今西会員より、パイナップルをいた

だきました。お召し上がりください。

▼クラブ広報委員会・柏木　武生宜　委員長

　各クラブによる植樹活動の取り組みが紹介されています。

　またロータリーで囲碁の世界大会も開催されているそうで、

日本人と韓国人が優勝した、とのことです。他にもロータリー

の様々な親睦活動グループが紹介されています。

　今年は米山梅吉氏の生誕150年ということで、福島喜三次

さんのことも紹介されています。さらに田中作次元ＲＩ会長の

記事もご覧ください。ミャンマーで奨学金を設立し、日本への

留学生を支援されています。

　その他、会員増強に向けてゴルフコンペを活用しているク

ラブもあるそうです。

▼野球部・野村　俊隆　マネージャー

　２日に全国RC野球大会

が開催されました。その際

の集合写真が出来上がり

ましたので、事務局に飾っ

ておきます。また当日の個

人写真も販売します。

▼地区職業奉仕委員会・笠井　実　委員

　地区委員会へ一年間行かせていただきました。この度退任

することになり、感謝状をいただいてきました。地区で学んだ

ことは、次々年度の会長の時間などで皆様にフィードバックし

ていきたいと考えています。

そ の 他 の 報 告

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

会　長　の　時　間

幹　事　報　告



▼次年度プログラム委員会・川田　隆　副委員長

　次年度の卓話で、各委員会の活動計画を発表していただ

きます。スケジュールを発表しますので、皆様ご準備をお願

いします。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　副委員長

　15日に地区のクラブセントラル等の説明会に出席してきま

した。登録状況の報告と必要性、活用法などの説明がありま

した。また改めて説明の機会を設けたいと考えています。

「活動報告」

▼インターアクト委員会・中西　広美　委員長

（代読：長竹幹事）

　中西（広）会員より「仕事が忙しく出席できない」とのことで

すので、かわりに報告いたします。

　今年度はまず玉串川の清掃活動を行い、８月には香港・マ

カオの海外研修を実施しました。このほか地区の合同会議に

出席、金光八尾高校の文化祭にも参加しました。

　秋には地区の年次大会が開催され、春は金光八尾の卒業

式と入学式に出席しました。また新入生歓迎会も行いました。

▼越中八尾50周年特別委員会・澁谷 登志和 委員長

　今年度は越中八尾ＲＣ様の50周年ということで、記念事業

のビーチバレー大会に参加してきました。なかなか白熱した

本気の大会で驚かされましたが、実はビーチバレーは越中

八尾が発祥だそうで、このため盛んにされているとのことでし

た。会員の栃山元会長も、チームを持っておられるそうです。

　また新春互例会にも、打ち合わせを兼ねて参加してきまし

た。50周年の式典には、先方から多数の参加を要請されまし

たが、親睦活動委員会のご協力で多数動員していただき、

式典には23名が参加しました。おかげで先方にも、大変喜ん

でいただきました。この際、松本PGには２クラブのそもそもの

馴れ初めなどをおしえていただき、感激いたしました。

　越中八尾ＲＣ様とは、来年以降もお付き合いが続くように

願っております。

▼青少年奉仕委員会・野村　俊隆　委員長

　インターアクト、米山の各委員会といっしょに委員会を開催

してきました。

　８月にはリーダー研修と「自然の中で」が実施されました。ま

たこども食堂にも参加しました。

　曽爾高原の「自然の中で」は、ひきこもりなどのこどもが対象

で、今回は１泊２日で行われました。日常とは違う形で絆を深

め、学校へ行くハードルを下げるのがねらいで、こどもが20名

あまり参加しました。この中から一人でも学校へ行けるように

なれば、価値ある事業ではないかと思います。

　リーダー研修は、生徒会のリーダー的な中学生を対象とし

た事業です。他校との交流を通して、研修を実施しました。

会場の中学校では、生徒たちに大きな声で挨拶されたのが

印象的でした。

　こども食堂については今、こどもたちにとっての安心できる

居場所づくりになっています。女性が中心になって運営され

ており、浦上・前教育長が代表を務めておられます。当クラブ

でも、田中会員が関わっておられます。

　集まってくるこどもたちはもちろん、お母さんをはじめとする

地域の人たちがつながるのが、大きな効果なのではないかと

思います。皆さんのつながりが深まっていくと期待しています。

　ＲＣに入会して今年度、初めて奉仕委員会に所属しました。

奉仕事業は一度実施すると「来年も」と期待されることが多い

です。単年度だけでは難しいところもあります。

　また近年は専門性の高いボランティア団体も多いことから、

そうした団体よりロータリーが成果あげるのは難しいことも確

かです。そのため、専門団体への継続的な協力を行っていく

ことも、ロータリーとしては大事なのではないかと感じました。

　さらに、青少年奉仕に取り組み、日常はあまり関わらない高

校生たちを見ていると、自分を見つめ直すことにもなりました。

▼米山委員会・大槻　恭介　委員長

　今年度は米山の委員長とカウンセラーを兼務させていただ

きました。昨年４月に地区のオリエンテーションに参加、米山

奨学生の陳君と初対面しました。その後、米山の総会などに

も参加しました。

　米山についての卓話もいたしました。その際に、母国に帰

国して活躍する米山学友のDVDもご覧いただきました。

　今年は米山設立50周年ということで、会員の皆様には３万

円のご寄付をお願いしました。寄付額の実績は一人あたり

25,409円で、ほぼ前年並みの水準です。

　ちなみに八尾ＲＣのクラブ累計寄付金額は約7,810万円、

第2660地区の累計は36億円以上に達しています。

　２月の修了式・歓送会では、奨学生たちが壇上で、一人ひ

卓　　　話



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

6/6

6/13

6/20

会員数

58

58

58

出席

43

41

36

うち出席規定
適用免除者

9

10

9

メーク
アップ

0

出席率

86.00％

80.39％

72.00％

確定
出席率

86.00％

とり感謝の言葉を述べていました。私もこの役をやってよかっ

たと感じました。

　なお陳君の現況報告ですが、東京工業大学で現在、勉学

や友だちづくりに忙しくされている、とのことです。

　一年間、とてもよい勉強になりました。ご協力ありがとうござ

いました。

▼クラブ戦略計画委員会・井川　孝三　副委員長

　ロータリーは基本的に、単年度制です。その欠点を補うの

が、この委員会の役目です。そのため、現役も含め、前後４

年にわたる会長が在籍しています。複数年にわたることは、

ここで計画を立てればいいと思います。

　また、新入会員のカウンセラー制度を取り入れました。さら

に地区への出向者も検討しています。

　他にも定款・細則の変更を検討しています。次年度には、3

年に一度のRIの規定審議会が開催されます。内容において

「これは変更した方がいいのではないか」というご意見を出し

てください。皆さんの力で変えることができます。逆に、提案

しなければ、いつまでもそのままです。

　皆さんの提案は、まず地区に出して、そこからRIに提出しま

す。そこで審議し、賛否を問います。

　ところで現在８組あるＩＭが、次年度から６組になります。

我々の第４組は、14クラブになります。そしてガバナー補佐も、

輪番制から立候補制に変わります。元会長はぜひ、立候補

してください。

　地区に出て入れば、いろんな情報がいち早く入ってきます。

これはクラブのためにも有益だと思います。

　我がクラブは２年半後には、創立60周年を迎えます。これ

に向けても、いろいろと検討していかねばなりません。

▼菅野会長　本日のゲスト川村様、倉本様、竹原様、

竹中様ようこそお越し下さいました。ごゆっくりなさって

下さい。

▼長竹幹事　来週最終例会。御出席宜しくお願い致

します。

▼中西（啓）会員　誕生内祝い。例会欠席お詫び。

▼池尻会員　所用の為、最終例会欠席御詫び。

▼山本（勝）会員　地震被災にあわれた方、お見舞い

申し上げます。

▼笠井・北野会員　良い事が有りました。

▼吉本会員　ニコニコ次週最終回です。皆様よろしく

お願いいたします。

▼柏木会員　例会欠席および新旧合同クラブ協議会

欠席おわび。本日、本年度最終のロータリーの友紹

介、よろしくお願いします。澁谷さん、相馬さんお世話

かけました。

▼奧谷・平尾会員　例会欠席お詫び。

▼新宮会員　遅刻お詫び。

▼澁谷会員　本日、活動報告をします。宜しくお願い

します。

▼吉田会員　ニコニコありがとうございます。来週最終

例会よろしくお願いします。

▼宮川会員　竹原さん、竹中さん、川村さん宜しくお

願いします。

▼野村会員　本日、卓話よろしくお願いします。

▼児林会員　倉本さん、ごゆっくりしていって下さい。

日時：２０１８年６月２０日（水）

承認事項

1.新入会員　川村健司・竹中浩人・竹原

信二様の件

持ち回り理事会議事録

ニ　コ　ニ　コ　箱
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