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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「歓迎の歌」

●新会員の紹介

　　　大橋裕之会員　・　川村健司会員　・

　　　竹中浩人会員　・　竹原信二会員

●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

　　　大阪フレンドＲＣ　会長　山本富造様

　　　　　　　　　　　　　  副会長　安井　稔様

　　　　　　　　　　　　　　幹事　高田　利美様

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　　クラブ広報委員会　相馬康人委員長

●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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

第2777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



　米山委員会　幡田賀紀委員長

　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

　初めての会長の時間で、緊張しております。声が出にく

いもので、お聞き苦しいかと思いますが、ご容赦ください。

　この声の原因についてご説明しますと、５年前に声帯に

白斑症という白い塊ができて、手術しました。幸い良性で

後遺症もなかったのですが、去年６月ごろから突然、声が

出にくくなりました。

　お医者さんに診てもらっても「おかしい」ということで耳鼻

咽喉科へ行きますと、「これはまずいよ」と言われ、すぐ大

きな病院へ行きました。「今回は間違いなくがんだろう」と

言われ、すぐに入院、手術しました。

　一年間がんばりますので、よろしくお願いいたします。

▼8日に米山の総会・歓迎会が開かれ、幡田会員に出席

いただきます。

▼10日、交通事故をなくす運動の会議に、稲田副会長に

参加いただきます。

▼6日に八尾東ＲＣへ、また10日に大阪柏原ＲＣ、八尾中

央ＲＣへ、会長・幹事で表敬訪問してまいります。

▼地区より、四條畷ＲＣが6月末で解散された、とのことです。

▼山徳様よりチラシをお配りしております。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼本日ご参加予定の大阪柏原ＲＣ様は、都合によりご欠席

されます。次週に来訪いただきます。

▼八尾東RC・品川芳洋会長、堀内伸也幹事

　当クラブは少人数ですが、

今年度は親の愛に恵まれ

ない子どもへの事業を計

画しております。また野球

部も活躍しており、11月には全国大会の幹事役も務めます。

今後もよろしくお願いいたします。

▼八尾中央ＲＣ・玉井利宏会長、近田直人幹事

　当クラブは前期に創

立35周年を迎えました。

台湾の姉妹クラブも35

周年ということで、台湾

の高雄で式典を行ってまいりました。またお正月の青少年サッ

カーは、今年で30回目を迎えます。今年度もご指導をよろしく

お願いいたします。

▼マクドナルド・ミカエラ・マリ様

　先日、留学生向けの試験を受けました。大学へ入るための試

験ですが、日本語の能力試験などがありました。いくつかのレ

ベルにわかれていて、難しかったですが、受けてよかったと思

います。これからもがんばります。

▼親睦活動委員会・長竹　浩　副委員長

　次週例会後、初親睦会を開催します。狭山池博物館を見学

後、天王殿で食事会を開きます。ご参加よろしくお願いいたし

ます。

「会長所信表明」

▼山本　勝彦　会長

　今年度の会長を仰せつか

りましたが、何分初めての大

役ですので、理事役員の皆

様をはじめ会員各位のご協

力が無ければ無事運営す

ることが出来ませんので、

何卒宜しくお願い申し上げます。

　私は昭和28年に、熊本で生まれました。両親が台湾で出会

い、姉は台湾生まれです。一家は昭和21年に帰国、父親か

らは戦争の話ばかり聞かされました。昭和32年に、親戚を

頼って大阪へやってきました。

　平成９年４月に元会長の池尻誠様のご紹介により、八尾RC

に入会させて頂きました。それから早や、今年で２２年を迎え

る事となりました。

　さて、今年度のRI会長のバリーラシン氏（バハマ、ニュープ
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ロビデンス島出身）はテーマとして、「インスピレーションにな

ろう」を掲げておられます。

　日本語で表現すると非常に分かりづらく、語源はINSPIRE：

感動させる、奮い立たせる、鼓舞する、元気付ける等の動詞

であり、「BE THE INSPIRATION」、日本語での「インスピレー

ションになろう」は、「感動させる、鼓舞させる人になろう」みた

いな訳が適当かと思います。

　またRⅠとしては、大きく４つの不変の指標を掲げておりま

す。「ロータリーの目的」「ロータリーのビジョン」「四つのテス

ト」「RI戦略計画」です。

　また今年度の山本博史地区ガバナーはRIの方針に基づき、

以下の地区方針を出されました。

①ポリオ撲滅への協力をお願いします、②ロータリー賞の受

賞を目指してください、③ロータリー財団と米山記念奨学会

への協力をお願いします、④会員基盤を補強してください、

⑤ロータリーのIT化への協力と公共イメージ向上へのチャレ

ンジをお願いします、⑥戦略計画を活用し、クラブの中長期

ビジョンを策定してください、⑦新IM内の親睦と情報交換を

推進してください、⑧ハンブルク（ドイツ）国際大会、地区大

会、地区事業への積極的参加をお願いします、⑨「地区ロー

タリデー」にご参加ください、⑩地区のスリム化、効率化、運

営の合理化、財務ルールの徹底を致します

　またこれとは別に、地区チームの目的として次のように決め

られております。

　RI会長方針の推進とクラブのサポート：「クラブが主役」「クラ

ブの活性化無くして地区の活性化なし」「クラブの増強なくし

て地区の発展なし」「クラブのお役に立つ地区」「クラブに寄り

添う地区」「地区はクラブの縁の下の力持ち」

　八尾RCも、この方針に沿って活動してまいりますので、皆

様のご協力をお願い申し上げます。

　私は入会以来これまで、大変多くの先輩諸兄や友人から

多くの体験や経験を通じ、人生の勉強をさせて頂きました。こ

の事に鑑み、またクラブへの恩返しの意味も含め、今年度は

「for the team 全てをクラブの為に」をスローガンに、すべて

の事業や奉仕活動も八尾RCの為に役立つ事を目的とさせ

て頂き、会員の皆様と様々な問題も共有し、切磋琢磨しなが

ら少しでも問題の解決に尽力させて頂こうと思います。

　その為に、執行部と会員の皆様との情報交換を密に行う必

要があり、担当副会長を２名体制にし、管轄する各委員会か

らの情報をスムーズに反映させ、会の運営を迅速にすること

が可能になると思います。また、各委員会に積極的に関与し、

事業の進捗にも協力させて頂き、活性化を促します。

　今年度は特に会員の増強と、大きな問題を抱える青少年に

対する教育を、どの様に我々が支援し、影響を与える事が出

来るかを皆様と共に考えて行こうと思います。私が考えるす

べての問題（少子高齢化、マスコミによる世論誘導、政治家

の幼児化、外交問題、etc）の元凶が人間の教育と躾にあると

思います。多くの問題を含んだ現在の世の中の状況ですが、

少しでも八尾RCが青少年たちへ影響を与えることが出来れ

ば、未来は明るくなるのではないかと存じます。

　最後に、私一人がいくら気合を入れて頑張っても何もでき

ないのは目に見えております。何卒、皆様のお力をお借りし

て円滑な事業の運営にご協力をお願い申し上げます。

　本日から新年度のクラブ活動が始まります。先輩諸兄の皆

様方が５７年間の長きに亘り培い、発展させて来られました当

クラブの伝統と文化を継承しつつ、来年６月までの私の責務

を果たしていこうと思いますので、何卒ロータリークラブの友

情を持ちましてご尽力とご助言を賜れます事をお願い申し上

げまして、所信表明とさせていただきます。

▼山本会長　本年度、１年間よろしくお願い申し上げます。

▼稲田副会長　本年度、よろしくお願い致します。

▼柏木副会長　初例会、山本勝彦年度1年間よろしくお

願い致します。

▼澁谷幹事　１年間宜しくお願いします。

▼佐々木名誉会員　山本会長、よろしくお願いします。

バッジ忘れ。例会欠席お詫び。

▼佐野会員　山本会長はじめ執行部の皆様、本年度よ

ろしくお願いします。

▼高井会員　山本新会長就任おめでとうございます。ご

夫人誕生日。

▼居相会員　山本勝彦新会長の出航を祝って！！（迷

走しないで下さいね！）

▼坂本会員　米山奨学生マクドナルド　ミカエラ　マリ様よ

くいらっしゃいました。新年度山本会長おめでとうござい

ます。誕生祝いありがとうございます。誕生内祝い。

▼中西（啓）会員　山本会長はじめ理事役員の皆さん、

一年間よろしくお願いします。又、研修委員会にもご協力

よろしくお願いします。

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

6/20

6/27

7/4

会員数

58

58

58

出席

36

4２

46

うち出席規定
適用免除者

9

10

11

メーク
アップ

0

出席率

72.00％

82.35％

88.46％

確定
出席率

72.00％

▼池尻会員　山本会長はじめ役員の皆々様、お身体に

気を付けて一年間頑張って下さい。玉井会長（八尾中央

ＲＣ）一年間頑張って下さい。

▼中川（將）会員　山本会長各役員の方々これから一年

間宜しくお願いします。松井会員先日は御世話になりま

した。

▼山本（昌）会員　新年度の船出を心からお祝い申し上

げます。在籍内祝い。

▼中川（廣）会員　例会欠席お詫び。

▼井川会員　今年度一年間よろしくお願いします。誕生

内祝い。

▼菅野会員　昨年は一年、有難うございました。本年は

親睦委員長として頑張ります。ご協力よろしくお願いしま

す。誕生内祝い。

▼笠井・吉本会員　在籍内祝い。

▼宇野・田中会員　一年間よろしくお願いします。

▼飯田会員　山本会長、1年間頑張って下さい。

▼川田会員　今年度もよろしくお願いします。在籍内祝

い。誕生内祝い。

▼濱岡会員　山本会長並びに執行部の皆様、宜しくお

願い致します。早退お詫び。

▼津田会員　新年度もお世話になります。何かと、よろし

くお願いします。

▼松井・長竹・西村・小谷・大槻会員　今年度も宜しくお

願いします。

▼新宮会員　いよいよ山本年度の船出です。一年間宜し

く御願いします。

▼山陰会員　　初例会おめでとうございます。本年度もよ

ろしくお願いします。在籍内祝い。

▼吉田会員　山本会長、澁谷幹事、執行部の皆様、よろ

しくお願いします。

▼宮川会員　会長、理事役員の皆様、一年間宜しくお願

いします。

▼野村会員　山本新年度、ＳＡＡ委員会メンバー一同精

一杯頑張りますので、皆様ご指導ご協力よろしくお願いし

ます。在籍内祝い。

▼児林会員　一年間よろしく御願い致します。在籍内祝

い。ご夫人誕生日。

▼中西（広）会員　いままで例会来れなくてすみませんで

した。今年からＳＡＡ頑張りますので、宜しくお願い致しま

す。在籍内祝い。

▼富田会員　ＳＡＡ宜しくお願い致します。

▼大熊会員　山本会長おめでとうございます。1年間よろ

しくお願い致します。

▼幡田会員　前年度いろいろお世話になりました。今年

度もよろしくお願い致します。

▼相馬会員　今年度よろしくお願いします。ご夫人誕生

日。

▼藤田会員　一年間よろしくお願いします。

▼平尾会員　山本会長1年間頑張って下さい。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

日時：２０１８年７月４日（水）

承認事項

1.委員会構成表の件

2.2018-19予算の件

3.上半期会費請求書の件

4.各クラブ表敬訪問の件

5.新入会員（倉本巌様）の件

6.インターアクト海外研修費の件

7.地区運営資金・地区活動資金・地区大

会資金送金の件

8.出席規定適用免除者確認の件

9.教育基金１千万円　定期預金の件

理事会議事録
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