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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「国歌」「奉仕の理想」

●ゲストの紹介

　　米山奨学生　マクドナルド　ミカエラ　マリ様

●ビジターの紹介

●表敬訪問ご挨拶

　　大阪柏原ＲＣ　 会長　藤江　　博様

　　　　　　　　　　　 幹事　笠井　靖彦様

　　八尾東ＲＣ　　  会長　品川　芳洋様

　　　　　　　　　　　 幹事　堀内　伸也様

　　八尾中央ＲＣ　会長　玉井　利宏様

　　　　　　　　　　　 幹事　近田　直人様

●直前会長・副会長・幹事へバッジ贈呈

●会長・副会長・幹事へバッジ贈呈

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍15年　川田　隆会員

　在籍15年　飯田寛光会員

　在籍15年　吉本憲司会員

会員年次表彰

　在籍23年　山本昌市会員

　在籍16年　笠井　実会員

　在籍12年　新宮一誓会員

　在籍12年　奥谷英一会員

　在籍12年　山陰恭志会員

　在籍  8年　野村俊隆会員

　在籍  7年　児林秀一会員

　在籍  6年　西　秀樹会員

　在籍  4年　中西広美会員

　在籍  2年　幡田賀紀会員

お誕生日御祝い

　坂本憲治・川田　隆・西　秀樹・井川孝三・

　菅野茂人・北野和男会員

●出席報告

●米山奨学金贈与

●委嘱状伝達

諮問委員会　委員　戸田　孝会員

諮問委員会　委員　松本新太郎会員

ロータリー財団委員会　委員　飯田寛光会員

インターアクト委員会　副委員長　吉田法功会員

インターアクト委員会　委員　大槻恭介会員

第2776回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

インスピレーションになろう
国際ロータリー 会長　バリー・ラシン

八尾ロータリークラブ　テーマ　　for the team　全てをクラブの為に　 会長　山本　勝彦



ローターアクト委員会　委員　田中康正会員

ＲＹＬＡ委員会　委員　友田　昭会員

●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　　「会長所信表明」　山本勝彦会長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

　今日が本年度の最終例会になります、長い間お付き合い頂き

ました、会長の時間もとうとう最後となりました。出来るだけロータ

リーの情報を伝える事に重点を置いて企画し、お話しいたしまし

た。始めの頃は準備にも時間を掛け、人に意見を聞いたりしてお

りましたが、文才が無いので苦労しました。本当にご静聴有難う

御座いました。

　さて、八尾ＲＣの会長の役目も今日も含め残り４日間となり、こう

して話していても自然に笑みが出るような、ほっとした気分であり

ます。しかし先日事務局で、「会長、会長」と言う声に振り返ると、

私ではなくて山本エレクトに話があった様で、もうそんなに呼ばれ

る事も無くなるなと、少し寂しい気持ちになりました。

　でも本年度は私に取ってもクラブにとっても大変喜ばしい事が

有りました。叙勲と褒章が合わせて、３名の方が選ばれました。旭

日小綬章に中西啓詞会員、藍綬褒章に津田伸一会員、旭日単

光章に居相英機会員です。三名の方々本当におめでとう御座い

ました。我々八尾ＲＣにとっても大変名誉な事であります。有難う

御座います。また訃報の知らせが無かった事も、考えれば喜ばし

い事と最終例会にあたって報告します。

　さて話は変わりますが、先日の日曜日に山本会長エレクトと平

尾会員とゴルフに行ってきました。梅雨なのに良い天気で楽しい

ゴルフでしたが、私とエレクトの現在のメンタルの差が大きく出た

ゴルフでした。私はゴルフは会長の任期中はあまり行かなかった

のでスコアは悪いですが、なにか楽しくていつになく雄弁で、ミス

してもあまり引きずらない久し振りの楽しいゴルフでした。一方エ

レクトは連日の飲み会が祟ったのか、次年度のプレッシャーなの

か、らしくないプレーでした。皆さん、今なら勝てると思います、

　冗談はさておき、この後1年を振り返っての卓話がありますので、

次年度の活躍を期待して、山本会長エレクトにはエールを送り、

会長の時間を終わります。

▼22日にIM第４組の新旧会長・幹事会が開催されました。

▼本日お配りしております冊子には、片山ガバナーの対談が掲載

されています。ガバナーより全会員に、とプレゼントいただきました。

「１年を振り返って」

▼菅野　茂人　会長

　まずこの1年間、皆様には絶大なる御協力頂きました事に、心

から御礼申し上げます。クラブ会長としての重大な責務を、なんと

か1年間、全うする事が出来、胸なぜ下ろして居ります。

　今年度は「八尾ＲＣの事を第一に考え、実践する」気持ちを貫

き通した1年間でした。また皆様の御協力と、御指導があってのク

ラブ活動であり、皆様と活動出来る喜びを強く感じた1年でした。

本当に有難う御座いました。

　本年は特に、地区との関わりが大きい年でした。12名と過去最

大の会員に出向して頂きました。今後もその経験を生かして、ク

ラブでの活躍を期待しております。

　本年度のクラブテーマは「和の心を持ち、魅力あるクラブライフ

を」で、特に「魅力あるクラブ」にこだわっての1年でした。

　宇野副会長にはクラブ管理運営委員会の委員長として、会員

増強委員会はじめ、７つの委員会の面倒を見て頂きました。小谷

プログラム委員長には卓話を魅力的なものにするため、会員の

興味が沸くような卓話者を選定して頂きました。その成果として例

会への出席率も向上し、稲田出席委員長の企画で100％例会も

達成する事が出来ました。中川（將）委員長の研修委員会では、

会員満足度アンケートを受けてフォーラムを開催して頂き、多くの

会員の意見を聞く事が出来ました。

　私の基本方針に重点活動目標として以下のテーマを掲げてお

りました。１．会員増強、退会防止、２．中長期的な戦略計画の推

卓　　　話

会　長　の　時　間

幹　事　報　告



進、３．公共イメージ、認知度向上、４．2660地区の事業の参加

協力、５．越中八尾ＲＣの５０周年式典への参加、などです。

　田中増強委員長の元では理事全員が委員になって頂き、クラ

ブ全員に増強の意識を持って貰う事で8名の増強と退会0を目指

しました。結果は計5名の増強になりました。

　中長期的な戦略計画については、昨年度に引き続き居相委員

長のもと、有意義な会議を重ねる事が出来たと思います。柏木会

員のクラブ広報委員会では、クラブのPR動画を作成して頂きまし

た。この様な動画をアップしているクラブはそうそうありません。

　さて永年友好クラブとして交流を続けてきました越中八尾ＲＣが、

本年５０周年を迎えられました、渋谷委員長の企画で親睦委員

会とコラボし親睦旅行を兼ね記念式典に参加しました。

　山本（昌）委員長の親睦委員会では、楽しい企画でメンバーの

親睦と友好を深める事が出来たと思います。ご苦労様でした。

　奉仕部門で、飯田委員長の職業奉仕委員会には、一番多くの

委員会を開催して頂きました。国際奉仕委員会の松井委員長に

はフィリピンのセブ島に２度訪問して頂き、事業の調査と検討をし

て頂きました。

　ロータリー財団には福田委員長、米山委員会には大槻委員長

がそれぞれ、地区委員会への参加と、クラブ内の啓蒙活動を

担って頂きました。

　青少年奉仕委員会は春のライラのホストのため、例年の継続事

業については最小限の協力に押さえて貰った様です。又春のラ

イラは久々に体験する地区の大きな事業でした。井川実行委員

長はじめ、クラブ全体で取り組みました。素晴らしい事業を開催

することが出来、本当に喜んでおります。

　児林委員長の社会奉仕委員会では、クリスマスイルミネーション

を展開しました。もう一つの引きこもりの人々の就労支援事業も、

引き続き関わって行かなければならないと思います。

　またスタッフの会計担当理事の新宮会員、副幹事長の幡田会

員、長竹幹事には本当に片腕として活動していただきました。本

当に皆様有難うございます。

▼長竹　浩　幹事

　あっという間の一年間でした。余裕がなくて会長の時間の内容

を聞けていないことが多く、幹事報告を聞く余裕がない会長と話

がかみ合わないこともありました。

　これまでの委員長などの時とは違い、いろいろとお叱りや注意

も受けました。それでもいろんな方に相談して、何とか乗りきること

ができました。話を聞いても、十分対応できていないことも数多く

ありました。常にプレッシャーを感じていたこともあり、水曜日は毎

週疲れていました。それでも自分にとって、とても勉強になりまし

た。一年間、本当にありがとうございました。

▼幡田　賀紀　副幹事

　　一年前、RCのことがまだ何もわからないときに副幹事を依頼さ

れ、「とんでもない大役」とお断りしたのですが皆さんから励まされ、

お受けすることになりました。皆さんのあたたかいご支援のおか

げで、何とか務め上げることができたと思います。お聞き苦しいこ

とも多々あっただろうと思いますが、お許しください。自分自身、

勉強になっただけでなく、いい経験になったと思います。

　自分では精一杯努力してきたつもりですが、いろいろとご心配

をおかけしたことと思います。それでもいつもあたたかく見守って

いただき、ご指導いただいたことに感謝いたします。一年間、あり

がとうございました。

▼菅野会長　本日は最終例会です。一年間ありがとうござい

ました。卓話ご静聴よろしく。

▼宇野副会長　１年間ありがとうございました。

▼長竹幹事　１年間有難うございました。

▼佐々木名誉会員　良い事がありました。八尾市立病院、全

国自治体病院協議会で優良病院として総務大臣賞を受賞し

ました。バッジ忘れ。例会欠席お詫び。

▼佐野・松本会員　一年間お世話になりました。

▼中島会員　骨折にて入院手術、やっと出席できました。お

見舞い有難うございました。誕生内祝い。

▼高井会員　菅野会長、一年間ご苦労様でした。

▼居相会員　菅野会長、宇野副会長、長竹幹事、本年度ご

苦労様でした。

▼坂本会員　菅野会長、役員の皆様一年間ご苦労様でした。

来年もよろしくお願いします。出席委員長ありがとうございました。

▼中西（啓）会員　菅野会長はじめ理事役員の皆さん、一年

間ありがとうございました。

▼中川（將）会員　菅野会長、宇野副会長、各役員の方々、

お役目お疲れ様でした。

▼山本（昌）会員　入船あれば出船有り、菅野会長、役員の

方々1年間お疲れ様でした。

▼山本（勝）会員　菅野会長以下執行部の皆様、大変お疲

れ様でした。次年度も御協力、御支援の程お願い申し上げ

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 ▼ 相馬　康人　　副委員長 ▼ 山本　隆一
委 　員 ▼ 吉本　憲司　　津田　伸一

■ 出席報告

月日

6/13

6/20

6/27

会員数

58

58

58

出席

41

36

4２

うち出席規定
適用免除者

10

9

10

メーク
アップ

1

出席率

80.39％

72.00％

82.35％

確定
出席率

82.35％

ます。

▼井川・小谷会員　一年間お世話になりました。

▼稲田会員　一年間、出席率向上に御協力ありがとうござい

ました。

▼川田会員　菅野会長、長竹幹事、理事の皆様、お疲れ様

でした。

▼田中会員　先日、法務省更生保護八尾地区ＢＢＳ会総会

にて、澁谷会員へ感謝状贈呈式が行われました。澁谷会員、

本当にありがとうございました。本年度もお世話になりました。

次年度も宜しくお願い致します。例会欠席お詫び。

▼濱岡会員　今年度の会長、以下スタッフの皆様、大変お世

話様でした。有難うございました。例会欠席お詫び。

▼柏木会員　菅野会長はじめスタッフ、理事役員の皆様、1

年間お疲れ様でした。佐々木総長、先日は大変お世話にな

り、ありがとうございました。

▼津田会員　この一年、執行部役員の皆様、お世話になりま

した。ありがとうございます。早退お詫び。

▼松井会員　1年間ありがとうございました。

▼山陰・北野会員　菅野会長、長竹幹事、一年間御苦労様

でした。

▼澁谷会員　1年間ニコニコ協力ありがとうございました。田

中さんお世話になりました。

▼吉田会員　一年間ニコニコありがとうございました。

▼宮川会員　理事役員の皆様、一年間ありがとうございました。

▼野村会員　100％出席記念品ありがとうございました。1年

間ありがとうございました。

▼児林会員　例会欠席お詫び。

▼西村・幡田会員　一年間ありがとうございました。例会欠席

お詫び。

▼福田会員　みなさま1年間お疲れ様でした。色々ありがとう

ございました。

▼相馬・藤田会員　皆様、今年度一年間有難うございました。

次年度もよろしくお願いします。

▼友田会員　とても良い事がありました。100％達成。一年間

ありがとうございました。

今後の予定
月 火 水 木 金 土 日

理事会

初親睦会

合同地区
委員会

月

月 火 水 木 金 土 日

インターアクト海外研修（台湾）

（休会）

クラブ協議会
（ガバナー補佐）

理事会

会員増強・新クラブ
結成推進月間

月
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