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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「我らの生業」

●ゲストの紹介

　アント・キャピタル・パートナーズ㈱

　経理管理室事業継承サポート担当　亀谷裕一様

●出席報告

●委嘱状伝達

　2018-19年度地区大会　信任状委員会　委員

　　　川田　隆　会員

　2018-19年度地区大会　決議委員会　委員　

　　　吉本憲司　会員

●ロータリーの友紹介

　　　クラブ広報委員会　津田伸一委員

●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　「投資ファンドと事業承継」

　　アント・キャピタル・パートナーズ㈱

　　　経理管理室事業継承サポート担当

　　　　　亀谷　裕一　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

10/17　「将棋と勝負」

公益社団法人日本将棋連盟　棋士　王将・銀河

　久保利明様

10/24　ＮＧＯ「誰でもヒーロー」小池様

10/31　児林秀一会員

11/7　「ロータリー財団月間に因んで」

　　　ロータリー財団委員会　飯田寛光委員長

11/14　ホライゾン㈱　川口加奈様

11/21　上中康司様

11/28　山田隆章様

　先日は台風24号が大阪を通過しましたが、大きな被害

もなく、よかったと思います。

　さて台風と言えば、今から128年前の9月、オスマントル

コの軍艦エルトゥールル号が和歌山沖で遭難しました。こ

のエピソードは、最近では小学校の副読本にも書かれて

いるそうです。

第2789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



　明治天皇に拝謁した帰路で「台風が来ているから」と止

められながら、それでも理由あったのか帰途についたそう

です。和歌山県の串本沖で台風に遭遇、乗組員650名の

うち581名が亡くなられました。

　残る69名は夜10時ごろ、潮岬の灯台へ崖を登り、住民

に助けを求めました。現地の日本人は自分たちの食料に

も不自由する中にもかかわらず、大切なニワトリなども差

し出して助けたそうです。

　そして時は流れ1985年、イラン・イラク戦争の影響で領

空が封鎖されることになり、イランにいた日本人約250人

が脱出できなくなりました。どうやって助けるか日本が困っ

ていたところ、トルコの大統領が「昔、助けられた恩を返す

時だ」と日本人のために飛行機を飛ばしてくれたのです。

　おかげで日本人が無事、国外に脱出できたことは、今

でも美談として語られています。

　和歌山の現地には記念館が建てられており、今ではき

れいに整備されています。５年に一度、トルコからも人々

が訪れ、慰霊祭が営まれています。

　人を助ける尊い心は、ロータリアンとしても改めて勉強

になります。

▼9月26日、新入会員の研修会が開かれ、多数の皆

さんにご参加いただきました。

▼9月29日、米山カウンセラーの研修会が行われ、坂

本会員に出席いただきました。

▼1993-94年に地区ガバナーを務められた大森慈祥

パストガバナーが逝去されました。本葬のご案内が届

いておりますので、皆様にFAXいたします。

▼緑の羽根募金の依頼が来ております。募金箱を回

しますので、ご協力をお願いいたします。

▼本日例会後、理事会を開催いたします。

▼居相　英機　会員

　年齢を重ねるとどういう現象が起

こるか例を挙げますと、先ほど歌っ

たロータリーソングの歌詞が、ときど

き飛ぶことがあります。

　新しいことを覚えるのはなかなか難儀な段階ですが、今

後もかわいがっていただけたら幸いです。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員長

　先日、金光八尾の文化祭でバザーに出品協力いただ

きました方々に、生徒たちからお礼状が届いております。

当日の収益金64,159円は、エンドポリオへ全額寄付させ

ていただきます。来年もご協力よろしくお願いいたします。

▼クラブ研修委員会・中西　啓詞　委員長

　先週、新会員の研修会を開催しましたところ、多数の皆

さんのご参加をいただきました。おかげさまで、有意義な

研修会ができたと思います。ありがとうございました。

「米山月間に因んで」

▼米山委員会・幡田 賀紀 委員長

　日頃は米山にご理解とご協力をいただ

き、ありがとうございます。

　今年度は地区から、お一人あたり３万円

の寄付目標が提示されています。寄付金

の内訳は、普通寄付金と特別寄付金です。

　米山記念奨学会は、日本のロータリーの創始者である米山

梅吉翁の偉業を記念して設立されました。1952年に東京RC

が始め、全国に広がりました。1967年には、財団法人になり

ました。

　特別寄付金は、寄付される皆さんに自由に金額を決めてい

ただいています。普通寄付金と合わせ、合計で３万円をめざ

してください、ということです。

　財団法人設立当時の奨学生の数は59人でしたが、今では

年間800人以上を支援しています。これまでの累計人数は、

２万人を超えています。

　「戦争の悲劇を二度と繰り返さないために、日本の将来生

きる道は平和しかない」との考えで始まり、「世界中から一人

でも多くを迎え入れ、日本を知ってもらおう」と現在まで続け

られています。

　制度についてはたくさんの魅力ともに、疑問もあるかもしれ

ませんが、皆さんに都度ご説明できるよう、私も引き続き勉強

していきたいと思っています。

喜 寿 の お 祝 い

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



▼米山奨学生・マクドナルド・ミカエラ・マリ様

　あと５日で、日本に来て一年になります。

今まで、こんなに長く家族と離れたことは

ありません。

　日本に来て、いろいろな経験をしました。

春の桜の美しさや、夏の暑さも知りました。

日本酒を飲み、法被で踊り、温泉にも入り

ました。和食もいろいろと食べました。あとは大阪弁をマス

ターすることです。

　先日は、コンビニで私が日本語を話したら、店員さんは何と

か英語で答えようとしていました。私は負けずに日本語をしゃ

べり続けました。はたから見ると、とてもおかしい光景だったと

思います。

　「私は今、日本語を勉強していますので、日本語で話してく

ださい」とお願いするようにしています。

　私はアメリカから来たので、日本にいると見た目ですぐに外

国人とわかります。それで得なことも、損なこともあります。ア

ジア以外の留学生は珍しいようです。

　アジアから来た人たちは、漢字がある程度わかるので、有

利です。漢字のない国から来た私は、勉強が大変です。また

母国が遠いため、休みのたびには帰れないのが残念です。

　この間は北陸の温泉へ行き、浴衣を着てカラオケを楽しみ

ました。これからももっと日本語を勉強して、いろんな人たちと

理解を深めていきたいと思っています。

▼米山委員会・坂本　憲治　副委員長

　9月29日に、地区の米山カウンセラー

研修に参加してまいりました。そこでは

ハラスメントの問題について話がありま

した。いろんな嫌がらせが社会問題に

なっていますが、いろいろと細かく説明

を受けました。ロータリークラブでも、ハラスメントを起こして消

滅したクラブもあるそうです。

　セクシャルハラスメントをはじめパワーハラスメント、モラルハ

ラスメント、アカデミックハラスメント、マタニティハラスメントな

どがあります。「相手が不快と思ったらハラスメント」ということ

です。本人が不快に思い訴えられたら、弁解できません。

　クラブでも米山奨学生の歓迎会をしましたが、例えばその

席で「一杯つげ」と言うのは、ハラスメントになりかねません。

また「一杯飲みに行こうか」と言うのも要注意です。つい無意

識にやりかねないこともあり、皆さん注意が必要です。しっか

りと自覚してください。

　奨学生にとっては、今日の卓話もかなりプレッシャーになっ

たはずです。そうしたところにも配慮して、理解してあげるよう

にしてください。

　また今年度の寄付金については、本日お配りしております

申し込み用紙にご記入の上、ご提出ください。

▼山本会長　坂本様、カウンセラー研修会、御出席あ

りがとうございました。台風２４号、被害が少なくて良

かったでした。

▼稲田副会長　先週の会員増強フォーラム、新会員

研修会お疲れ様でした。お金なくなったので、野村さ

ん貸して下さい。

▼柏木副会長　幡田委員長、坂本副委員長、ミキさん、

本日卓話よろしくお願いします。良い事があります様に。

▼澁谷幹事　米山委員会の方々、卓話宜しく。

▼佐野・笠井会員　良い事が有りました。

▼居相会員　喜寿祝い兼ね。誕生内祝い。

▼坂本会員　米山奨学生マクドナルド　ミカエラ　マリ

様よくいらっしゃいました。本日卓話させていただきま

す。北海道地震、友人被災見舞いに行って来ました。

▼中西（啓）会員　先日の新会員研修会に多数の皆さ

ん、ご参加いただきありがとうございました。

▼池尻会員　在籍内祝い。ご夫人誕生日。

▼寺坂会員　例会欠席お詫び。

▼中川（將）会員　米山月間、卓話の方々、よろしくお

願いします。

▼村本会員　早退。

▼山本（昌）会員　本日、米山奨学生ミカエラ　マリ様、

坂本元会長、ヒサビサの卓話、頑張って下さい。ご夫

人誕生日。

▼田中会員　坂本会員・幡田会員、本日卓話宜しくお

願いします。ご夫人誕生日。誕生内祝い。

▼濵岡会員　野球第二戦、不戦勝乍ら勝ちました。

▼津田会員　ネクタイ忘れました。ゴメンナサイ！在籍

内祝い。

▼松井・宮川会員　ご夫人誕生日。

▼山陰・曽家会員　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

9/19

9/26

10/3

会員数

62

62

62

出席

45

45

41

うち出席規定
適用免除者

14

11

12

メーク
アップ

2

出席率

80.36％

84.91％

75.93％

確定
出席率

83.93％

▼長竹会員　新入会員研修会、多数の御参加有難う

ございました。講師の方々お疲れ様でした。

▼野村会員　先週の研修委員会はつたない話ですみ

ませんでした。ありがとうございました。

▼児林会員　宮川さん、田中さん、ありがとうございま

した。

▼大槻会員　在籍内祝い。例会欠席お詫び。

▼富田会員　早くも３年、まだまだ３年。これからも宜し

くお願い致します。在籍内祝い。

▼大熊会員　在籍内祝いありがとうございます。ご指

導の程、宜しくお願い致します。ご夫人誕生日。

▼福田会員　明日１０月４日から私の会社が新しい社

名に生まれかわります。佐野会員の会社を目指しがん

ばってまいります。新社名アダストプロ株式会社です。

よろしくお願いいたします。誕生内祝い。

▼幡田会員　米山基金のご協力ありがとうございます。

山本会長ごちそうさまでした。ご夫人誕生日。例会欠

席お詫び。

▼相馬会員　先週は研修ならびに懇親会、有難うござ

いました。野村会員変身ならぬ返信おほめいただき恐

縮です。在籍内祝い。

　　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１０月３日（水）

承認事項

1.議事録承認事項

2.会計報告

3.ホームページレンタルサーバー代の件

4.会員名簿作成の件

5.八尾市市民憲章推進協議会会費の件

6.誰でもヒーロー受入れの件

7.インターアクトクラブ年次大会の件

8.大阪御堂筋本町ＲＣ５周年記念式典及

び年末家族懇親会の件

9.地区大会信任状の件

10.四和会事務局参加の件

理事会議事録

月 火 水 木 金 土 日

理事会

秋の親睦旅行

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

月 火 水 木 金 土 日

理事会

台北東ＲＣ
公式訪問（～6日）

ロータリー
財団月間

月
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