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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　

　　　元東大教員・体を張るフルーツ活動家

　　　　中野瑞樹様　

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　　クラブ広報委員会　山本隆一副委員長

●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　「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」

　　　　　　元東大教員・体を張るフルーツ活動家

　　　　　　　　中野　瑞樹　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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」

　志紀中学校の中村先生、後ほど卓話をよろしくお願

いいたします。

　本日は月初の例会で行事がたくさんあり時間がござ

いませんので、用意しておりました会長の時間の内容

は、来週に延期させていただきます。

▼7月25日、大阪フレンドＲＣへ柏木副会長に表敬訪問

していただきました。

▼7月28日、地区の国際奉仕委員長会議に小谷会員に

出席いただきました。

▼明日２日、地区インターアクトクラブ海外研修の結団

式が関西空港で行われ、稲田副会長に参加いただきま

す。

▼2～5日、ＩＡＣ海外研修で吉田・大槻・野村・児林会員

に台中へ同行いただきます。

▼7日にリーダー研修が、午前と午後の２回にわけて実
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施されます。会長・幹事と大槻会員で出席します。

▼７月豪雨の義捐金として募金をお願いしましたところ、

￥52,483集まりました。ご協力ありがとうございました。

▼元RI理事・田中毅ＰＧの著書を、松本ＰＧより皆様に１

冊ずつ寄贈いただきました。

▼今年度の活動計画をお配りしております。ご一読くだ

さい。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼東大阪みどりRC・竹内　靖剛　会長

　当クラブは今年9月で創立20周年を迎えます。つきまして

は記念事業として教育講演会を、また10月27日には記念

式典を開催する予定です。

　皆様の多大なるご協力をよろしくお願いいたします。

▼東大阪みどりRC・井上　善博　会長エレクト

　橋下徹氏の教育講演会を、9月1日に近畿大学で開催い

たします。若者をテーマにし、若者に多数聞いていただき

たいと思っておりますが、もちろんどなたでもご参加いただ

けます。会員、ご家族の多数のご来場をお待ちしておりま

す。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員長

　2～5日に、インターアクトクラブの海外研修に行って

まいります。当クラブからは大槻・児林・野村会員を私

で参加します。

　また9月15日には、金光八尾の文化祭が開催されま

す。インターアクトクラブが行うバザーへの物品提供に、

ご協力をお願いいたします。

▼国際奉仕委員会・小谷　逸朗　委員長

　先月28日に地区の国際奉仕委員長会議が開かれ、

出席してまいりました。ロータリー財団の補助金の説

明や、講演などがありました。また今年度の国際大会

（ドイツ・ハンブルク）の案内もございました。

▼柏木　武生宜　副会長

　7月25日、大阪フレンドＲＣ様の例会に、会長の代理

で表敬訪問してまいりました。同クラブは20年前に、八

尾ＲＣがスポンサーとして設立されました。例会場は日

航ホテルです。

　当日の出席者は会員が11名と、ビジターが私ともう１

人おられました。卓話では委員会の方針を発表されて

いました。

「中学校の現状」

▼八尾市立志紀中学校教頭・中村　和志　様

　本日お話しさせて

いただく内容が、今

後の中学生の職場

体験につながれば、

と思っております。

　八尾ＲＣ様には「自

然の中で」を毎年ご

支援いただいてお

り、ありがとうござい

ます。私も昨年まで参加しておりました。この事業のお

かげで、これまでにたくさんの子どもたちが学校に復

帰できました。

　私は新潟の出身で、高校卒業後に大阪体育大学へ

出てきて、最初は大阪弁の言葉がまったくわかりませ

んでした。大学卒業後、なかなか教師の職に就けませ

んでしたが、それでもアルバイトなどをしながら、教師

をめざしていました。

　そこで縁あって大正小学校で体育を教えるようになり、

後に現在の志紀中学校へ転勤してまいりました。当初

は生徒指導などを担当し、今年度から教頭を務めて

おります。

　中学校では学校ごとに教育目標を掲げており、志紀

中学校でも独自の目標を決めています。

　授業は近年、ＩＴも活用しながらプロジェクタで黒板

に映し出したりするなど、工夫して教えています。また

「アクティブラーニング」として、わかる子がわからない

子をおしえるなど、子どもたちが積極的に会話ができ

るような授業を行っています。昔の学校の授業とは、

少し雰囲気が違うように感じられると思います。

　クラブ活動は、野球などはなかなか人数集まりにくい

そ の 他 の 報 告
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こともあるが、バスケなども人気があります。

　あいさつ運動として、クラブごとに朝、校門に立ちあ

いさつするなどの取り組みも行っています。志紀小学

校は１小１中という珍しい校区ですが、小学生が相手

なら思春期の中学生たちも、恥ずかしがりながらもあ

いさつしてくれたりします。

　宿泊学習は１、２年でそれぞれ実施し、クラスやグ

ループづくりにつなげています。チームワークを学び、

自信をつける機会になっています。

　３年の修学旅行は、八尾市では沖縄が多くなってい

ます。現地で平和学習を行い、最近は民泊が多くなっ

ています。地元の方々が受け入れてくださる体制が

整っており、子どもたちにとってもおじいちゃん、おば

あちゃんと接するいい機会になっています。

　体育大会は９月に開催し、男子が組体操、女子はダ

ンスを行っています。内容を考え、みんなに伝え、本

番で一つのものを完成させていきます。組み立て体操

では数年前に事故がありましたが、慎重に安全面に

配慮しながら、みんなで一つのものを作り上げていき

ます。ここ数年は、子どもたち主体で進めるようにして

います。

　このほか文化祭や合唱コンクールも行っています。

平和学習や人権学習、さらに芸術文化体験としてバイ

オリンにふれたりするような取り組みも行っています。

　２年生で職業体験を実施しています。文部科学省が

推奨しているキャリア教育の一環で、１年で話を聞き、

２年で実際に職業を体験、そして３年で自分の進路を

考えるようにしています。

　子どもたちはふだん、大人とふれあう機会が少ない

ので、職業体験は貴重な場になっています。朝のあい

さつに始まり、いろんな方々とふれあうことができます。

八尾RC様にも、この様な機会を中学生たちにご提供

いただければ、と思います。

　この他に地域の方々との交流としては、校内に菜園

をつくって、収穫したものを家庭科クラブが調理して地

域の方々を招くなどの取り組みも行っています。畑に

は、地域の方々にも来ていただいています。校内に外

部の目があるというだけで、だいぶ違うのです。

　私は長年、生徒指導を行ってきましたが、学校では

暴力やいじめ、不登校、スマホ・ケータイのトラブルな

ど、いろいろな課題があります。

　やんちゃな子どもたちは中学より小学校で多くなる

傾向にあり、その分中学では不登校が増えているの

が現状です。

　不登校の定義は「年間30日以上の欠席」ですが、現

在の在校生約500名中43名がこれに該当します。中に

は病気などもありますが、それらを除いた23名が不登

校です。

　友人関係や無気力でなんとなく不登校になってしま

う、というケースもあります。迎えにいくと登校するので

すが、長続きしないこともあります。

　小学校や地域、関係機関とも連携していろんな取り

組みをしています。中学校のすぐ裏では、BBS会がボ

クシングをやっておられ、私も何人もの生徒を連れて

参加させていただきました。

　いろんな方々と連携させていただいておりますが、

八尾ＲＣの皆様とも連携させていただき、中学生たち

を支えていただければありがたく思います。

▼東大阪みどりＲＣ　会長　竹内靖剛様・会長エレ

クト　井上善博様　本日ＰＲさせて頂きます！

▼山本会長　暑い中、玉串川清掃への御協力あり

がとうございました。インターアクト委員会吉田委員

長以下、台湾出張ありがとうございます。

▼稲田副会長　ご夫人誕生日。誕生内祝い。

▼柏木副会長　中村教頭先生、卓話よろしくお願

いします。東大阪みどりＲＣ竹内会長、井上委員長

ようこそお越し下さいました。

▼澁谷幹事　中村先生、卓話宜しくお願いします。

▼坂本会員　暑中お見舞い申し上げます。ご夫人

誕生日。

▼中西（啓）・中川（廣）・西村会員例会欠席お詫び。

▼中川（將）会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

▼笠井会員　宇野会員、大変お世話になりました。

例会欠席お詫び。

▼宇野会員　昨日、会社の代表取締役を辞任しま

した。例会欠席お詫び。

▼吉本会員　相馬会員お世話になりました。例会

欠席お詫び。

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

7/18

7/25

8/1

会員数

62

62

62

出席

48

42

45

うち出席規定
適用免除者

13

11

13

メーク
アップ

0

出席率

87.27％

79.24％

81.82％

確定
出席率

87.27％

▼田中会員　川田会員、献血だけでなく、動員活

動まで取り組んで頂き、ありがとうございました。

▼濵岡会員　今年は特に暑い日の連続ですが、皆

様お体ご自愛して下さい。ご夫人誕生日。

▼奥谷会員　ご夫人誕生日。誕生内祝い。

▼山陰会員　中村先生、卓話宜しくお願いします。

▼新宮会員　誕生内祝い。

▼長竹会員　松本様、シェルドンの本、有難うござ

います。

▼吉田会員　明日からインターアクト海外研修に

行ってきます。ご夫人誕生日。誕生内祝い。早退。

▼野村会員　明日からインターアクト海外研修に

行ってきます。探さないで下さい。

▼児林会員　今月は会員増強強化月間です。御

協力お願い致します。田中さん、濵岡さんお世話

になりました。例会欠席お詫び。

▼富田会員　いつもニコニコありがとうございます。

▼福田会員　暑い日が続きます。水分補給は忘れ

ずに体調管理お願いします。

▼幡田会員　暑中お見舞い申し上げます。よいこと

がありました。

▼北野会員　笠井会員ありがとうございました。年

次表彰を頂いて。早くも１年がたちました。

▼友田会員　年次表彰ありがとうございました。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定

日時：２０１８年８月１日（水）

承認事項

1.議事録承認事項

2.会計報告

3.初親睦会収支報告の件

4.八尾市文化芸術芸能祭協賛金の件

5.八尾ＲＣ紹介動画の更新の件

6. 「平成３０年７月豪雨」義捐金の件

7. 事務局お盆休み8/13（月）～16（木）

8. 増強委員会・３０分延長

9. 秋の親睦旅行日時変更

理事会議事録

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

リーダー
研修

自然の中で

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

金光八尾
文化祭

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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