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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「四つのテスト」

●ゲストの紹介　

　ふたば里親会会長　辻本眞波様

　東大阪子ども家庭センター職員　緒方裕子様

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　　クラブ広報委員会　吉本憲司委員

●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　「八尾市の里親の現状」　

　ふたば里親会会長　辻本眞波様

　東大阪子ども家庭センター職員　緒方裕子様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

9/19　　ガバナー公式訪問

　　　　　　ＲＩ２６６０地区ガバナー

　　　　　　山本博史様（大阪南ＲＣ）

9/26　会員増強クラブフォーラム

　　　　クラブ会員増強委員会　児林秀一委員長

　昨日の台風は、大変な猛威でした。私自身もこれま

で経験したことないような台風で、大阪でも大きな被害

が出ております。そんな中にもかかわらず、本日はご

出席いただき、ありがとうございます。

　当クラブの会員からも、大きな被害の連絡が入って

おります。被害を受けられた皆様には、お見舞い申し

上げます。大変なときに例会へご出席いただき、感謝

申し上げます。

　さてこのところは、想定外のことがたくさん発生してい

ます。６月には大阪で大きな地震が発生し、７月の西

日本豪雨でも大きな被害が出ました。台風もこのところ、

毎週のように上陸しています。

　何事に関しても「危険予知」が重要です。「事故は起

こって当たり前」という意識で備えをしなければならな

いと思います。

　これからも皆さんの安全を祈願します。

第2785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



▼１日に地区のロータリー財団セミナーが開催され、

会長と飯田会員に出席いただきました。

▼８日、地区の社会奉仕委員長会議が開かれ、松

井会員に参加いただきました。

▼９日に第41回となる八尾河内音頭まつりが開催

されます。稲田副会長と長竹・相馬会員に参加い

ただきます。

▼１０日は事務局が健康診断のためお休みさせて

いただきます。連絡は幹事までお願いいたします。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼マクドナルド・ミカエラ・マリ様

　先週、日本で初めて野球を見ました。京セラドーム

大阪で、オリックス対西武の試合でした。アメリカの球

場との違いはあるのか、興味がありました。

　球場での雰囲気はアメリカと似ていました。チームに

よってそれぞれ特別な応援をするのも同じです。ただ

日本では試合終了後、みんながまわりをきれいにして

帰っていました。

　アメリカでもそうしてほしいと思いました。アメリカ人は

日本人から、たくさん習うことがあると思います。

▼会員増強委員会・児林　秀一　委員長

　フォーラムを９月２６日の例会で２時まで開催します。

本日、当日の出欠を回覧いたします。またアンケート

の回答がまだの方は、ご協力をお願いします。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員長

　15日に金光八尾の文化祭が開催されます。皆様に

バザーの商品提供をお願いしておりますが、次週例

会で締め切りとさせていただきたいと思います。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

　入会３年未満対象の研修会を、９月２６日午後５時か

ら会議所で開催します。ロータリーの活動を通じて学

んだことなどを菅野・田中・野村会員に講演していた

だき、その後に懇親会も開きます。懇親会の会場は、

当初の予定から新竹に変更します。

　既存会員も、多数のご参加をお待ちしております。

▼ゴルフ部・小谷　逸朗　会員

　１０月１８日に４輪会のコンペが開催されます。

　また、居相・寺坂会員の喜寿と、村本会員の古希を

祝うコンペを、１１月９日に行います。

　出欠の回覧をしますので、多数のご参加をお願いい

たします。

「ロータリーの友月間に因んで」

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　今月は「ロータリーの友月間」です。ＲＩの特別月間で9

月は「基本的教育と識字率向上月

間」ですが、これに加え日本独自

の月間として、9月にロータリーの

友月間が設定されています。

　かつては4月に「ロータリーの雑

誌月間」というものがありましたが、

2015-2016年度より現在の形となりました。

　なお、ロータリーの友は「ロータリー地域雑誌」と呼ばれ

るものの一つです。地域雑誌は全世界で３２誌あり、その

目的は地域の特徴ある活動をその地域のロータリアンが

共有すること、また国際ロータリーの発行する機関誌

「The Rotarian」の中から、全世界のロータリアンが共通し

て知っておかねばならない重要な記事を、紹介する役目

を担っています。「ロータリーの友」は、構成員たる地域の

ロータリアンをターゲットとして行われる、広報活動の一つ

と言えるでしょう。

　広報活動は、そのターゲットによって使用するメディア

やアプローチ方法が変わります。ロータリーにおける広報

ターゲットは、構成員たるロータリアン、ロータリーに関心

のある人たちや支援者などステークホルダー（利害関係

者）、世論を構成する一般市民、この３つに大別されます。

　この分類に従って国際ロータリー、地区・地域、クラブ、

それぞれの広報活動を説明していきたいと思います。

　まず、国際ロータリー。構成員たるロータリアンに対して

は機関誌である「The Rotarian」、会員向けのWebポータ

米 山 奨 学 生 より

幹　事　報　告

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



ルサイトである「MyRotary」があります。

　ステークホルダーや一般に向けては出版物、ビデオ、

ニュースレター、ウェブサイトなど様々な形態のメディアが

提供されています。例えば、「ROTARY International 

Youtube」。国際ロータリー独自のチャンネルとして、ロー

タリーに関心のある人が鑑賞できるビデオが掲載されて

います。クラブや地区のウェブサイトに、転載することも可

能です。

　次に、地区・地域の取り組みです。ロータリアンに対して

は、各地区が展開しているWebサイトの他、地域雑誌

「ロータリーの友」、「ロータリー文庫」などがあります。

　「ロータリーの友」は1952年7月、日本のロータリーが2地

区に分割されたことに伴い、分割後もお互いのことを知っ

ていたいとの思いから、両地区に共通の雑誌の発行が決

まりました。

　「ロータリー文庫」は、日本ロータリー50周年記念事業の

一つとして、昭和45年に設立されたロータリーの資料室

です。東京の芝公園にあり、過去98年分、2万4000点の

資料が収蔵されております。そのうち6割近い1万5000点

がウェブサイト上で検索可能となっており、貸出やコピー

サービスを申し込めるようになっています。さらに利便性

を引き上げるため、2006年からは一部の文献のPDF化と、

ネット上での公開が始まりました。

　ステークホルダーに対しては、お隣の第2650地区が面

白い取り組みをしております。京都・福井・滋賀・奈良をカ

バーしている同地区は、ロータリーダイニングという冊子

を発行しました。ロータリアン版ミシュランみたいなもので

しょうか。紹介文では「このお店、あのお店もロータリーに

加入していると認識されることは、対外的にもロータリアン

に対しても、大きなＰＲになります。」などと書かれていま

す。

　一方、一般市民に対する広報は現在、さほど活発とは

言えません。数年前には広報補助金制度を活用して、ラ

ジオや新聞、テレビCMを展開していたそうですが、このと

ころ下火になっている模様です。ただ、今年度の地区方

針では「公共イメージ向上へのチャレンジ」が掲げられて

います。今後どのような展開になるか、注目しているところ

です。

　以上のように、RI、地区・地域ともに、ロータリアンに向け

てはニュースの伝達やリソースのアーカイブを提供し、一

般市民やステークホルダーに対してはイメージの流布を

行う、といった戦略が取られているように思います。

　こういった流れを受け、また、会長が所信において広報

委員会の新たなテーマとして「一般市民への認知度向

上」を掲げられたことから、今期のクラブ広報委員会の活

動方針は、このような形とさせていただきました。

　八尾ロータリー会員を対象とした事業として「My Rotary

への登録促進・支援」など、新規会員勧誘支援を目的と

した事業として「クラブ広報動画の内容更新」「QRコード

を活用した、広報動画・Webサイトと印刷媒体の連携（名

刺･会報・ポスターなど）」、一般市民の認知度向上を目

的とした事業として「駅貼りポスター」などを計画しており

ます。

▼山本会長　台風21号、被害を受けられた皆様、お見

舞い申し上げます。長竹さん、大槻さん、大変ですが、

頑張って下さい。

▼柏木副会長　相馬委員長、本日卓話よろしくお願いし

ます。竹中さん、先日は大変お世話になりました。昨日

の台風で会社の看板が飛んでいきました。

▼澁谷幹事　皆様、昨日は台風大丈夫でしたか。今朝、

越中八尾ＲＣより「大丈夫でしたか」との連絡が有りました。

▼佐野会員　台風が来ましたが無事でした。

▼坂本会員　米山奨学生マクドナルド　ミカエラ　マリさ

ん、いらっしゃいませ。年次表彰34年有難うございます。

台風お見舞い申し上げます。在籍内祝い。

▼寺坂・小山会員　在籍内祝い。

▼中川（將）会員　台風の被害受けられた方、御見舞い

申し上げます。私はおかげで、屋上の机を片付ける時、

腰を痛めました。

▼村本会員　なりたくない古稀になりました。皆さんに感

謝しています。佐野さん、お世話をいただきありがとうご

ざいました。

▼小林会員　誕生内祝い。例会欠席お詫び。

▼菅野会員　久々の大きな台風でした。皆様、被害はあ

りませんでしたか？

▼笠井会員　台風大変でした。皆様は大丈夫ですか？

処理の為、早退させて頂きます。申し訳ありません。誕生

内祝い。

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

8/22

8/29

9/5

会員数

62

62

62

出席

43

46

42

うち出席規定
適用免除者

14

12

15

メーク
アップ

1

出席率

76.80％

85.20％

73.68％

確定
出席率

78.57％

▼吉本会員　誕生内祝い。

▼濵岡会員　台風の被害が少なくて良かったです。

▼山陰・北野会員　例会欠席お詫び。

▼野村会員　昨日の台風、すごかったですね。いろいろ

被害もあるようです。お見舞い申し上げます。誕生内祝い。

▼小谷会員　昨日の台風の中、車を走らせたら、パンク

しました。在籍内祝い。

▼相馬会員　つたない卓話ですが、よろしくお願いしま

す。

▼福田会員　台風21号の被害受けられた方、お見舞い

申し上げます。

▼幡田会員　菅野直前会長、ＳＡＡ委員会に貴重な御

意見ありがとうございます。福田副幹事お世話になりあり

がとうございます。誕生内祝い。

▼藤田会員　台風大変でしたが、皆様大丈夫でした

か？お見舞い申し上げます。

▼富田会員　先日は父のお通夜、告別式に御参列頂き

まして有難うございました。

　　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９月５日（水）

承認事項

1.議事録承認事項

2.会計報告

3.指名委員会の件

4.台北東ＲＣ例会公式訪問の件

5.秋の親睦旅行の件

6.新入会員研修会・懇親会の件

7.八尾ＲＣ紹介用駅貼りポスターの件

8.ＤＡＲＥＤＥＭＯＫＩＤＳ来日の件

9.秋のＲＹＬＡ登録の件

10.金光八尾高校文化祭・卒業式・入学

式祝金の件

11.東大阪みどりＲＣ創立20周年記念式

典の件

理事会議事録

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

月 火 水 木 金 土 日

理事会

地区公共イメージ
向上セミナー

月

経済と地域社会
の発展月間
／米山月間
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