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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「我らの生業」

●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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

　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

　昨日はお昼に大阪柏原ＲＣ様に訪問させていただき、

いい卓話を聞かせていただきました。昨年11月に不慮の

事故で亡くなられた田中会員は本当にいい方で、ご一緒

してもとても楽しい方でした。また重傷を負われた橋口会

員も、残念ながら６月末で退会されたそうです。

　また夜は、八尾中央ＲＣ様へ訪問しました。卓話で福家

PGが世界大会への参加報告をされていました。これまで

も数多くの世界大会に参加されているそうですが、ここ数

年は大会がエンターテインメント化され、肝心の会長の言

葉などが希薄になってきている、と述べておられました。

　最後に、当クラブの高木優一元会員が、6月にお亡くな

りになりました。そしてつい先日、吉成元会員もお亡くなり

になられたそうです。非常に残念です。

▼7月4日、地区の米山総会に幡田会員に出席いただきま

した。

第2778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

会　長　の　時　間

幹　事　報　告



▼10日、交通事故を防ぐ運動に稲田会員に出席いただき

ました。

▼昨日、大阪柏原ＲＣと八尾中央ＲＣの表敬訪問に会長・

幹事で行ってまいりました。6日の八尾東ＲＣは雨で例会が

中止になり、13日に訪問します。

▼高木元会員と吉成元会員がお亡くなりになりました。

▼10日、地区のローターアクト委員会に田中会員が出席さ

れました。

▼今年度の委員会構成表をお配りしております。ご確認く

ださい。

▼大橋　裕之　会員

　置き薬の仕事をしております。健康食品の販売などもしてお

ります。よろしくお願いいたします。

▼川村　健司　会員

　建築業をしております。49歳になります。よろしくお願いいた

します。

▼竹中　浩人　会員

　飲食業をやっております。また、インターネットのオークション

代行業もしております。ロータリーのことを勉強していますがわ

からないことも多く、これからよろしくお願いいたします。

▼竹原　信二　会員

　建設業を営んでおります。ロータリーの５大奉仕の精神を勉

強し、実践していきたいと思います。

▼大阪柏原ＲＣ・藤江博会長、笠井靖彦幹事

　本来は先週におじゃま

する予定でしたが、身内

の不幸で失礼いたしまし

た。また昨日は当クラブの

例会に、会長様と幹事様にお越しいただき、ありがとうございま

した。

　本日は新入会員が４名も入会される光景を目前で拝見し、驚

いております。やはり増強の重要さを再認識しております。本

年度もよろしくお願いいたします。

▼大阪フレンドＲＣ・山本富造会長、安井稔副会

長、高田利美幹事

　おかげさまをもちまして、当クラブも今年度で20年を迎えるこ

とができました。これもひとえに、八尾ＲＣ様のおかげと感謝い

たします。八尾ＲＣ様のご恩は、若いメンバーにも伝えていっ

ております。

　来年３月６日にはホテルニューオータニで記念式典を予定し

ております。今年一年、よろしくお願いいたします。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　新年度最初の号ということで、ＲＩ新会長の紹介記事が掲載さ

れています。バリー・ラシン会長はバハマ出身、カリブ海から初

のＲＩ会長ということです。また、ＲＩテーマの解説も紹介されて

います。会長の変革や改革への思いを感じる内容です。

　各地区のガバナー紹介では、文章のほか本人への質問も掲

載されています。文庫通信では、ロータリー文庫がさらに便利

になりました、との記事があります。講演記録は「音楽教育は人

間教育」がテーマです。

▼地区ローターアクト委員会・田中康正委員

　昨日、第1回の地区委員会に出席してきました。16クラブから

の16名で構成されています。当地区にはローターアクトクラブ

が19クラブあります。当日はガバナーも出席いただき、お言葉

もいただきました。またローターアクトでは今月29日、献血運動

を各地で実施します。ご協力をお願いします。

▼米山委員会・幡田賀紀委員長

　７日に米山学友会の歓迎会に出席しました。年々人数が増

加しているそうで、会場には三宅建君もおられ、皆様によろしく

表 敬 訪 問 ご 挨 拶

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

新 入 会 員 の 紹 介

そ の 他 の 報 告



とのことでした。

▼親睦活動委員会・長竹浩副委員長

　本日例会後、初親睦会を開催します。順次バスにご乗車くだ

さい。

▼青少年奉仕委員会・大槻恭介委員長

　20日に金光八尾で清掃活動がありますので、ご協力をお願

いいたします。

「活動計画」

▼クラブ管理運営委員会・稲田　賢二　委員長

　今年度は副会長が２人の体制でまいります。入会して17年

になりますが、まだまだ勉強不足です。それでもクラブの活性

化に努力していきたいと思います。担当の委員会にはできる

だけ出席して、微力ですが頑張ってまいります。

▼クラブ管理運営委員会・柏木 武生宜　委員長

　皆様のお役に立てるよう努力してまいりたいと思います。プ

ログラム、クラブ研修、クラブ広報の３委員会を担当します。

　素晴らしい委員長の皆様の補佐役として頑張ります。各委

員会から具体的な発表があると思いますが一年間、ご協力を

お願いいたします。

▼会員増強委員会・児林　秀一　委員長

　本日新入会員４名にご入会いただきました。これからロータ

リーライフを楽しんでください。

　今年度は退会も防止しながらあともう１名純増し、63人で次

年度へバトンタッチしていきたいと考えています。

▼出席委員会・新宮　一誓　委員長

　今年度は100％例会を少なくとも一度、できれば複数回達

成したいと考えています。皆様のご協力をよろしくお願いい

たします。

▼親睦活動委員会・菅野　茂人　委員長

　前年度はいろいろとご協力いただき、ありがとうございまし

た。クラブの慣習として、今年度は親睦で恩返しをさせていた

だきます。

　本日例会後には早速、初親睦会を企画しております。また

10月には伊勢へ１泊旅行を、12月には忘年家族会を予定し

ています。春にも親睦旅行を計画しております。一年間、よろ

しくお願いいたします。

▼SAA・野村　俊隆　委員長

　最近は皆さんの座る席が固定されつつある、とのご意見も

いただきまして、今年度は月に１回は指定席にして、交流を

図りたいと考えています。また食事についても、検討したいと

思います。

　ニコニコは原則、すべて紹介したいと考えています。ご指導、

ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

▼プログラム委員会・田中　康正　委員長

　例会のクオリティに大きな影響を与える委員会と実感してい

ます。皆様のヒントになるような卓話を計画したいと思います。

　会員相互のビジネスにもつながるような仕事の具体的な内

容紹介なども盛り込み、また会長の指摘されている青少年問

題などにも取り組みたいと思います。

　皆様にも卓話者の紹介など、ご協力をお願いいたします。

▼クラブ研修委員会・中西　啓詞　委員長

　ロータリーについての知識などを習得していただき、会員の

レベルアップにつながる一助になれば、と考えております。

戦略計画委員会などとも連絡を密にしながら、研修会を実施

する計画です。また、フォーラムも実施していきたいと思いま

す。委員会も、定期的に実施していきます。

　会員の義務の一つに「新会員を紹介すること」というものが

あります。来週例会後には早速、会員増強委員会と合同の

委員会を開催して検討していくことにしております。

▼大阪柏原ＲＣ会長　藤江博様　昨日、訪問いただきま

して有難うございました。本年度よろしくお願い致します。

▼大阪柏原ＲＣ幹事　笠井靖彦様　大阪柏原ＲＣの笠井

です。１年間よろしくお願い申し上げます。

▼大阪フレンドＲＣ会長　山本富造様　本年度会長をさ

せて頂きます。１年間宜しくご指導お願い申し上げます。

▼大阪フレンドＲＣ副会長　安井　稔様　久しぶりに来訪

することが出来ました。感激です。

卓　　　話

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

6/27

7/4

7/11

会員数

58

58

62

出席

4２

46

45

うち出席規定
適用免除者

10

11

10

メーク
アップ

1

出席率

82.35％

88.46％

86.54％

確定
出席率

84.31％

▼大阪フレンドＲＣ幹事　高田利美様　八尾ＲＣ様には当

クラブ設立時に、大変御世話になりました。おかげ様で今

年度２０周年を迎えます。今後とも宜しく御願い致します。

▼山本会長　新入会員の皆様、本日の親睦旅行よろしく

お願いします。大阪柏原ＲＣ、大阪フレンドＲＣの皆様、よ

うこそおいで頂きました。誠にありがとうございます。

▼稲田副会長　新入会員の皆様、ようこそおいで下さい

ました。本日卓話よろしく。

▼柏木副会長　親睦委員会の皆様、本日お世話になりま

す。本日卓話よろしくお願いします。

▼澁谷幹事　大阪柏原ＲＣ藤江会長、笠井幹事、大阪フ

レンドＲＣ山本会長、安井副会長、高田幹事、ごゆっくり

お過ごし下さい。竹原さん、大橋さん、竹中さん、川村さ

ん、ようこそ。

▼坂本会員　大阪フレンドＲＣ山本会長、安井副会長、

高田幹事様、よくいらっしゃいました。米山奨学生マクド

ナルド　ミカエラ　マリさん初親睦会出席ごくろう様です。

お体大切にして下さい。

▼池尻会員　大阪柏原ＲＣ、大阪フレンドＲＣようこそお

越し下さいました。ゆっくりして下さい。吉成・高木優一先

輩のご冥福を御祈りします。

▼中川（廣）会員　良い事が有ります様に。

▼菅野・富田会員　本日、親睦旅行よろしくお願いします。

▼笠井会員　定期健診の為、日帰り旅行欠席お詫び。例

会早退お詫び。

▼吉本会員　高木元会長のご冥福をお祈りいたします。

お世話になりました。ありがとうございました。

▼濵岡会員　先週は本年度の初日にもかかわらず、会長

の所信表明も聞かずの早退、心よりお詫び申し上げます。

▼奥谷会員　第１例会欠席お詫び。在籍内祝い。

▼長竹会員　松井さん、野村さん、吉田さん、有難うござ

いました。

▼宮川会員　川村さん、竹原さん、大橋さん、竹中さん、

御入会おめでとうございます。

▼野村会員　本日、卓話よろしくお願いします。

▼児林会員　大橋さん、川村さん、竹中さん、竹原さん、

これからロータリーライフ楽しんで下さい。

▼福田会員　先日、けがをしてしまいました。ご心配お掛

けいたしました。

▼藤田会員　ニコニコありがとうございます。

▼曽家会員　例会欠席お詫び。

▼幡田会員　長竹先輩ありがとうございます。
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