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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

●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」　

　越中八尾ＲＣ担当委員会　濵岡千寿郎委員長

　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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

　8/1　志紀中学校　中村教頭

　8/8　中野みずき様（フルーツ王）畑中先生

　8/22　登みつよ様（元ボートレーサー）

　8/29　八尾市長　田中誠太様

　本日も暑い中、多数の出席をありがとうございます。

暑さが続き、小学生が熱中症で亡くなる痛ましい

ニュースもありましたが、現代の日本人の食べ物にも

問題があるのではないかという気もいたします。外食

に頼った食生活などにより、不足している栄養もある

はずです。夏は外で汗をかけば免疫力も上がるので

は、とも思います。

　さて先週は、初親睦会を実施しました。親睦活動委

員会の皆様、ありがとうございました。狭山池は1400年

前から用水路が出来ていたそうで、これはすごいこと
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だと思います。大和川の付け替え前は、狭山池から八

尾にも水が運ばれていたそうで、昔の人は英知を尽く

してこられたのだと感心いたします。

　見学の後は、天王殿でおいしい食事を楽しみました。

親睦活動委員会の皆様、ありがとうございました。

▼地区より７月の豪雨に対し、義援金の依頼が届いて

おります。募金箱を回しますので、ご協力をお願いいた

します。

▼地区より、ロータリー囲碁同好会全国大会の案内が

届いております。

▼20日、インターアクトクラブによる玉串川の清掃活動

が行われます。

▼13日に八尾東ＲＣへ会長、幹事で表敬訪問しました。

▼21日、地区インターアクトの海外研修オリエンテーショ

ンが開かれ吉田・大槻会員に出席いただきます。

▼25日、大阪フレンドＲＣへ柏木副会長に表敬訪問して

いただきます。

▼理事会に提出資料のある方は、25日までにご提出く

ださい。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員長

　20日に金光八尾で、玉串川の清掃活動を行います。多

数のご参加をお待ちしております。

▼親睦活動委員会・菅野　茂人　委員長

　先週の初親睦会には

40名以上の参加をいた

だき、年度初めにふさわ

しく大いに盛り上がりま

した。

　ご参加、ご協力ありが

とうございました。

▼クラブ研修委員会・長竹　浩　副委員長

　本日例会後、会員増強とクラブ研修の合同委員会を開催

します。

「活動計画」

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　ＲＣでは今、一般市民への認知度向上が求められて

います。

　まず会員対象では、MyRotaryの登録支援として会

員の会社へ訪問し、お手伝いをしたいと考えておりま

す。またその際に、会社紹介の取材もさせていただけ

れば、と思います。

　新規会員の勧誘支援については、昨年度作成した

クラブ広報動画の内容を更新します。またQRコードな

どと印刷物も連携させていきたいと考えています。今

年度のクラブ名刺には、QRコードが印刷されています。

　一般市民向けには、駅貼りポスターをやってみたい

と思っております。近畿大学の広報戦略を参考に、考

えてアピールしていきたいと思います。

　また近隣クラブとの連携も考えながら、今年度は単

独ですが今後の連携につながれば、と考えています。

より良いものを作っていきたいと思いますので、ご協力

をお願いいたします。

▼職業奉仕委員会・山陰　恭志　委員長

　職業奉仕の理念は、ＲＣの最大の特徴です。例会や

勉強会を通じて、職業奉仕について会員の皆様と学

んでいきたいと思っております。

　居相委員からは「会員増強につながるような職業奉

仕も考えてみてはどうか」とのご意見もいただいており

ますので、そのあたりも考えていきたいと思います。

　入会以来、初めて担当する職業奉仕部門で、上手く

出来るか緊張しておりますが、皆様のご協力をよろしく

お願いいたします。

▼社会奉仕委員会・松井　良介　委員長

　今年度は昨年度に続き、イルミネーション事業を実

施したいと考えております。

　また11月には志紀中学校の２年生を対象に、職業

体験事業を行えるよう計画中です。皆様の会社で、受

け入れ可能なところはお知らせください。

　またフィリピン・セブ島の貧困に苦しむ子どもたちを

支援する事業も行います。10月に１週間程度、日本へ

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



の招待旅行を計画しております。インターアクターとの

交流も考えています。自身の見聞を広げてもらうことで、

自国を担うような人材の育成に役立てればと思います。

　今年度も盛りだくさんの事業を計画しておりますので、

皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

▼国際奉仕委員会・小谷　逸朗　委員長

　委員会メンバーに、歴代の国際奉仕委員長に入っ

ていただきました。その上で、３つの海外クラブとの今

後を考えていきたいと思います。

　まずイーストホノルルＲＣとは、青少年交換事業を行

う予定です。青少年奉仕と協力して、来年３月の春休

みに計画しています。

　また台北東ＲＣへの公式訪問については、今年は20

名規模で計画しておりますので、多数のご参加をお

願いいたします。

　このほかサンタマリアＲＣについては、皆様のご意見

をいただきながら、これからどうしていくのかを考えて

みたいと思います。

　さらにセブ島への支援では「誰でもヒーロー」というこ

とで先生と生徒を日本へ招待し、八尾RCでもお世話

したいと考えております。

▼ロータリー財団委員会・飯田　寛光　委員長

　皆様のロータリー財団に関する理解を深めていきた

いと考えております。地区への出向も２年目に入り、１

年間出向していろいろと勉強させていただきました。

　地区も財団には力が入っているようで、地区委員長

は福家PGです。また委員会には、ガバナーやガバ

ナーエレクトも出席されます。

　さまざまな奉仕事業に資金を拠出する委員会なので

すが「補助金は積極的に使ってください」というスタン

スです。また「そのかわりに寄付金もどんどんしてくだ

さい」という方向性です。

　事業内容については、良いと感じるものもあれば、も

う一つの気がするものもあります。ただ地区委員会で

は、事業の内容までは関知しません。今年の３月に地

区補助金（DG）の審査があり、地区内82クラブから合

計39件が承認されています。

▼山本会長　先週の初親睦会に多数の御参加、

誠にありがとうございました。第１回目、第2回目とお

客様も多かったですが、タイムキープで、御迷惑を

お掛け致しました。松本パストガバナー本年度よろ

しくお願い申し上げます。写真有難う。

▼稲田副会長　親睦委員会の皆様お世話になりま

した。写真有難う。

▼柏木副会長　髙木さん、吉成さんのご冥福をお

祈りします。西日本豪雨の被害者の方、お見舞い

申し上げます。親睦委員会の皆様、お世話になり

ました。相馬さん、ありがとうございました。写真有

難う。

▼澁谷幹事　良い事が有りそうです。写真有難う。

▼松本会員　暑い中、お身体ご自愛ください。

▼中西（啓）会員　誕生内祝い。写真有難う。

▼池尻・村本・宇野・津田・奧谷・新宮・宮川・児林・

大槻・富田・幡田・川村・竹原会員　写真有難う。

▼寺坂会員　例会・初親睦会欠席お詫び。

▼山本（昌）会員　猛暑続きで、お身を大切にして

下さい！写真有難う。

▼中川（廣）会員　遅刻・早退。写真有難う。

▼菅野会員　先週の親睦旅行ご参加ありがとうござ

います。写真ありがとうございます。

▼笠井会員　早退お詫び。

▼飯田会員　卓話よろしくお願いします。写真有難

う。良い事がありました。

▼川田会員　小谷さん、ありがとうございました。写

真有難う。

▼田中会員　小谷さん、昨日、お世話になりました。

川田さん、お疲れ様でした。

▼濵岡会員　親睦旅行、欠席お詫びします。

▼松井・小谷会員　卓話、宜しくお願いします。写

真有難う。

▼山陰会員　初親睦旅行ありがとうございました。

写真有難う。

▼長竹会員　初親睦会、多数の御参加、有難うご

ざいました。

▼吉田会員　例会欠席お詫び。

▼西村会員　次女が２０才を迎えました。例会欠席

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

7/4

7/11

7/18

会員数

58

62

62

出席

46

45

48

うち出席規定
適用免除者

11

10

13

メーク
アップ

1

出席率

88.46％

86.54％

87.27％

確定
出席率

90.38％

 
感謝の気持ちを
　　　ニコニコに！

例会欠席の際は
前日までに連絡を！

お詫び。

▼野村会員　普段と違う席で交流をはかっていた

だくため、本日、誕生月で席を指定させていただき

ました。写真有難う。

▼福田会員　ケガの回復が順調です。みなさま、ご

心配おかけしました。写真有難う。

▼相馬会員　親睦旅行欠席して申し訳ありません。

▼藤田会員　いつもニコニコありがとうございます。

写真有難う。

▼北野会員　誕生日御祝いを頂いてありがとうござ

います。例会欠席お詫び。

▼友田会員　ご夫人誕生日。例会欠席お詫び。

▼曽家会員　皆様、お疲れ様でした。写真有難う。

▼大橋会員　分からない事ありますので、宜しくお

願い致します。誕生内祝い。写真有難う。

▼竹中会員　親睦旅行ありがとう。楽しかったです。

写真有難う。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定
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

月 火 水 木 金 土 日

ガバナー
公式訪問

秋のRYLA
セミナー（～24日）

理事会

ロータリー財団
セミナー

基本的教育と
識字率向上月間／
ロータリーの友月間月
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