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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　

　　　八尾市立志紀中学校教頭　中村和志様

●在籍表彰

　　　会員年次表彰

　　　　在籍24年　山口智士会員

　　　　在籍  1年　北野和男会員

　　　　在籍  1年　友田　昭会員

●お誕生日御祝い

　　　吉田法功・奥谷英一・小林成禎・中西広美・

　　　新宮一誓・宮川　清・稲田賢二会員

●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　　「中学校の現状」

　　　八尾市立志紀中学校教頭　中村和志様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

8/8　元東大教員・体を張るフルーツ活動家　中

野瑞樹様　「知らなきゃ一生後悔する！あなたの

知らないフルーツの世界」

8/22　元ボートレーサー　登みつよ様　「人生の

タイミング」

8/29　八尾市長　田中誠太様　「中核都市・八尾

　市政施行70周年」

　暑い日が続いておりますが、本日も多数のご出席を

いただき、ありがとうございます。

第2780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



　大阪城公園でたこ焼きを販売している女性が多額の

脱税をしたというニュースが今朝、流れておりました。

そんなこともあるのかと、驚かされました。

　また今日は会報とともに、先般の豪雨災害の救助、

復旧にあたっている自衛隊の隊員に関するエピソード

をコピーしてお配りしました。ご一読いただければ幸い

です。

▼20日、金光八尾インターアクトクラブの玉串川での清

掃活動に、会長をはじめ多数の皆様にご参加いただき

ました。暑い中、ありがとうございました。

▼21日、インターアクト海外研修のオリエンテーションが

開かれ、大槻会員に出席いただきました。 

▼本日、柏木副会長が大阪フレンドRCに表敬訪問して

いただいております。

▼27日にIM第４組の会長・幹事会が開かれます。会長・

幹事で出席してまいります。

▼28日に地区の国際奉仕委員長会議が行われ、小谷

会員に参加いただきます。

▼幡田会員にお土産でいただいたお菓子を、本日お

配りしております。

▼地区ローターアクト委員会・田中　康正　委員

　29日に布施など５ヶ所で献血活動を実施します。多数の

ご協力をお願いいたします。

　また野球同好会より、昨日代表者会議が開かれ、今年度

のガバナー杯は当クラブがホストを務めます。9月から開催

されますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

「活動計画」

▼越中八尾RC担当委員会・

　　　　　濵岡　千寿郎　委員長

　今年度も越中八尾RCとさらに友好を深めることがで

きるよう、努力してまいります。　

　来年３月には先方を訪問し、例会に参加してまいり

ます。

　また当クラブにも、来年２月に受け入れを予定してお

ります。その節は皆様のご協力をよろしくお願いいたし

ます。

▼青少年奉仕委員会・大槻　恭介　委員長

　会長は、青少年の教育にどのように影響を与えるこ

とができるか、などと述べられています。当委員会では

まず、委員会メンバーが積極的に参加してもらえるよう、

努力してまいります。

　金光八尾インターアクトクラブへの参加、協力をいた

します。

　また曽爾高原での野外活動ですが、今年は8月20～

21日の日程で予定されています。この事業は不登校

などの困難を抱える子どもたちが、家庭を離れて社会

生活への適用を試みるものです。一人でも多くの子ど

もが学校生活に戻れるよう、毎年実施されています。

　8月7日にはリーダー研修が、小・中学生を対象に午

前と午後に開催されます。この時には会長に講話をお

願いしております。学校の児童会や生徒会の活動を

活性化させることをめざし、リーダーを育成します。

　このほか地区活動への参加やこども食堂への参加も

計画しておりますが、詳細がわかり次第、報告させて

いただきます。

　そしてイーストホノルルRCとの青少年の交換留学事

業を、国際奉仕委員会と協力して実施する計画です。

▼米山委員会・幡田　賀紀　委員長

　会員の皆様の米山に対する理解を深めていただけ

るよう、努力してまいります。

　米山奨学会は日本のロータリーの創始者である故

米山梅吉氏にちなんで、1952年に東京RCが発表しま

した。海外から優秀な学生を招き「戦争の悲劇を繰り

返さないために」という当時のロータリアンの強い願い

があり設立されました。

　こうした経緯を考えると、海外との親善、国際交流を

通じて若者と交流を深めることで、二度と戦争が起こら

ないよう努力するのは有益なことだと思います。

米山は去年50周年を迎え、民間では最大規模の奨学

金制度となっています。

　私もさらに米山のことを勉強して、クラブに広報して

いきたいと考えております。

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員長

　委員会での活動を通じ、インターアクターたちにリー

ダーとして成長する機会を提供してまいります。また

ロータリアンにもできるだけ事業に参加していただき、

インターアクトに対する理解を深めていただければ、と

思います。

　先日には早速、玉串川の清掃活動を行いました。当

日は会長はじめ多数の会員の皆様にご参加いただき、

ありがとうございました。昨年までは川の中に入って活

動していましたが、今年は熱中症予防の観点から、川

の周辺のみの清掃を行いました。川もだんだんときれ

いになってきているようです。

　８月には地区から海外研修に行きます。これがイン

ターアクターには最大の事業で、去年は香港・マカオ

を訪問しました。この時はドタバタした感じで、インター

アクターたちも少し疲れ気味のようでした。

　今年度は8月2～5日に台湾、特に台中を訪問します。

当クラブからは大槻・野村・児林会員と私で参加してま

いります。金光八尾からは高校生５人と、顧問の前田

先生が参加予定です。

　活動報告は後日、例会でもしていただくつもりにして

おります。そして2020年には、金光八尾が海外研修の

ホストクラブになります。これはかなり大変なことで、そ

の際にはクラブとしてもしっかり応援していきたいと思

います。

　現在、セブやグアムなどの英語圏が候補地に上がっ

ていますが、詳細は今後、詰めていきます。

　次に年次大会は、11月4日に浪速中学・高校で開催

予定です。お時間のある方はぜひ、ご参加ください。

当日は提唱クラブの紹介もあり、ロータリアンが多数出

席していればインターアクターたちも心強いと思いま

すので、多くの皆様のご参加をお願いいたします。

来年６月には、新入生歓迎会に参加します。４月に入

会した新入生を、地区で歓迎します。この事業には、

次年度の委員長なども引き継ぎをかねて参加いただ

ければ、いいのではないかと思います。

　このほか、金光八尾の文化祭に参加、協力してまい

ります。例年インターアクトクラブがバザーを実施して

おりますので、物品の提供などでご協力をいただけれ

ば、ありがたいです。バザーの収益は毎年、ポリオへ

寄付してくれています。文化祭は9月15日の予定です。

　また卒業式と入学式にも、クラブから参加いたします。

　できるだけたくさんの会員に、インターアクトにふれ

ていただきたいと考えています。ご協力いただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。

▼クラブ戦略計画委員会・居相　英機　委員長

　この委員会は５年間務めることになっており、私は今

年で４年目になります。

　単年度制のロータリーでは「前年度はどんなことを

やったのか」など、いろいろと考えていかないと、どうし

てもマンネリ化になってしまいます。本年度は今まで

の積み重ねの中から、委員会を４回行うことにしました。

本日例会後に、１回目を行う予定です。

　新会員が入会されたとき、毎週例会に出席するのは

なかなか大変ですので、出席したときにフォローしても

らう存在として、会長経験者にカウンセラーとしてつい

ていただいています。

　制度の運用も含め、検討を続けています。カウンセ

ラーの方はなるべく例会を欠席しないよう、また新入会

員の方はできるだけ多くを学べるように、がんばってい

ただきたいと思います。

　そして委員会では、クラブの定款・細則について、検

討しております。現在はクラブ活動計画の冊子にクラ

ブの定款と細則が収録されていますので、これをきち

んと読んで、理事会に臨んでいただきたいと思います。

クラブの最終決定は理事会で決められます。

　またクラブ奉仕は副会長が担当していますが、これ

は非常に重要な役割です。従ってクラブの会長になら

れる方は、幹事と副会長を両方経験してから就任する

よう、運営していっていただきたいと考えております。



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

7/11

7/18

7/25

会員数

62

62

62

出席

45

48

42

うち出席規定
適用免除者

10

13

11

メーク
アップ

2

出席率

86.54％

87.27％

79.24％

確定
出席率

90.38％

▼山本会長　危険な暑さの中、例会出席ありがとう

ございます。

▼稲田副会長　よいことがありますように。

▼澁谷幹事　金光八尾中学高校インターアクト、玉

串川清掃お疲れ様でした。

▼佐々木名誉会員　月に１度ですみません。バッ

ジ忘れ。例会欠席お詫び。

▼佐野会員　飛鳥2（ツウ―）に乗って来ました。夫

婦の会話が出来て良かったです。

▼居相会員　例会欠席お詫び。この酷暑どうにか

ならんか？自己管理超えてるわ！

▼田中会員　濱岡会員、児林会員、先日は、大変

お世話になりました。

▼濵岡会員　本日の活動計画の発表をよろしくお

願い致します。

▼松井会員　あまり夏バテしないのですが、この暑

さはこたえます。シグマ薬局で良い薬探します。

▼奥谷会員　暑中お見舞い申し上げます。

▼長竹会員　猛暑、ご注意下さい。

▼吉田会員　卓話、よろしくお願いします。

▼野村会員　昨日、ガバナー杯野球大会の代表

者会議、無事終わりました。本日、ＳＡＡ委員会を

行います。よろしくお願いします。

▼富田会員　今日も暑いです。皆様、お身体にご

自愛して下さい。

▼福田会員　連日、暑い日が続きますが、みなさん

体調には十分お気をつけ下さい。

▼藤田会員　いつもニコニコ有難うございます。毎

日、暑いです。体に気を付けて下さい。

▼鼓呂雲会員　いつもありがとうございます。写真

有難う。

▼平尾会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

今後の予定

ニ　コ　ニ　コ　箱

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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