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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「国歌」「奉仕の理想」

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事の時間」

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

1/16　「私を語る」大橋裕之・川村健司会員

1/23　「私を語る」竹中浩人・竹原信二会員

　まず、先週の忘年家族会のお礼を申し上げます。たくさんのご

家族にご出席いただき、本当にその名にふさわしい会となりまし

た。ありがとうございました。会場はとてもいいホテルで、親睦委

員長のセンスに感心しました。

　また先週には、IM第４組の大阪御堂筋本町ＲＣが合併創立５周

年の記念式典を開催されました。御堂筋、本町と、それぞれ歴史

のある２クラブだけあって、香港や台北、高雄、釜山、スリランカか

ら姉妹クラブが来られており、国際色豊かな式典でした。

　記念事業として、大阪府警と協力し、二輪車交通事故防止の

啓発ビデオを製作されました。これが大変好評とのことで、郵便

局からも協力依頼が来たりと、その輪が広がっているそうです。当

クラブでもこうしたユニークな取り組みあれば、ぜひ取り上げてい

きたいと思います。

▼9日、大阪なにわＲＣ35周年式典に会長と幹事で出席しました。

▼13日に大阪御堂筋本町ＲＣの５周年式典に、会長と幹事で出

席しました。

▼年内は本日で最終の例会となります。年明けは９日、午後６時

から例会、４時から理事会です。

▼本日、高砂様よりお歳暮のおかきをいただいております。

▼事務局は年内28日まで、年明けは７日からです。休み中に何

かあれば、幹事までご連絡ください。

▼クラブ広報委員会・津田　伸一　委員

　ＲＩ会長メッセージでは、７月号表紙のフラミンゴについて説明さ

れています。特集は知的好奇心に関するもので、楽しむことで興

味を持ってもらう取り組みが紹介されています。

第2800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

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

幹　事　報　告



　また今月は、疾病予防と治療月間です。命をつなぐ活動として、

VTTの実績などが紹介されています。このほか、ロータリー財団

の平成29年度の報告も掲載されています。

　日本のロータリー100周年に向け、デザインのグランプリが決定

しました。第2660地区では大阪府北部地震に関し、高槻市の３ク

ラブにより復興プロジェクトが立ち上げられました。

▼ロータリー財団委員会・飯田　寛光　委員長

　先月にロータリー財団の寄付金を集めさせていただきましたが、

当クラブ全体の集計で現在、年次基金が8,080ドルとなっていま

す。１人平均にすると約130ドルで、目標の150ドルにあともう少し、

というところです。まだ受け付けておりますので、ご協力をお願い

いたします。

　またベネファクターをクラブから１人輩出、という目標を掲げてい

ますが、今年度は居相会員にご協力いただきました。恒久基金

に1,000ドルのご寄付をいただきました。

　お父様が当クラブ元会員の天童よしみさんが、１月から新歌舞

伎座で公演されます。チケットご希望の方は良い席を確保してお

りますので、お早めにお申し込みください。

▼親睦活動委員会・菅野　茂人　委員長

　先週の忘年家族会は多数のご参加をいただき、盛大に開催す

ることができました。ありがとうございました。ご家族も大勢出席し

ていただき、奥様20名、お子様14名、ゲスト4名で、合計83名とな

りました。おかげさまで、家族会にふさわしい会になりました。

「上半期を振り返って」

▼山本　勝彦　会長

　早いもので、会長職を拝命して６か

月になろうとしております。上半期を

振り返り、各委員会の活動状況を報

告させて頂きます。

　７月４日の初例会では、増強委員

会のご協力により新入会員４名が入会されました。竹中、大橋、

川村、竹原の４会員です。児林委員長はじめ委員会の皆様、大

変ありがとうございます。引き続き増強の手は緩めないで、お願

いします。

　また今年度の米山奨学生に、アメリカ合衆国よりマクドナルド・ミ

カエラ・マリ様が選出されました。カウンセラーには坂本憲治会員

にお願いしました。

　今年度のクラブのテーマは「FOR　THE　TEAM」全てをクラブ

の為に、とさせていただきました。会員の増強、青少年に対する

教育を最重点目標とし、またクラブ内の風通しを良くする為と、意

思の疎通を図る為に各委員会活動の活性化をお願いします。

　翌週の例会後は初親睦旅行として、狭山池を見学しました。素

晴らしい建物で、安藤忠雄氏の設計です。また、ここから八尾ま

で川が引かれていたことにも感激しました。その後、由緒ある天

王殿で食事を楽しみました。親睦活動委員会の素晴しい企画で、

約40名が参加し、今年度のスタートを盛り上げて頂きました事を

大変感謝しております。

　また10月17日には、秋の親睦旅行として職業奉仕委員会と連

携して、丹波地方の造り酒屋さんで日本酒の製造法を学び、新

酒の試飲もさせて頂きました。丹波の黒豆狩りの体験もさせて頂

きました。そしてマツタケ御膳を戴きました。今期はマツタケの生

育があまり良くなく、小さめでしたが、料理屋の精一杯の努力が

感じられ、楽しい親睦会でした。

　青少年奉仕委員会では7月に、金光八尾の玉串川の清掃に６

名のメンバーと参加させて頂きました。また8月2日から3泊4日の

行程で、インターアクトクラブの学生を引率して台湾の台中市を

訪問。現地のメンバーと各種のプログラムを体験、経験し、大変

有意義な意義のある交歓事業をして頂きました。当クラブからも4

名が参加して頂きました。大変お疲れさまでした。

　8月7日には南山本小学校で、今年度から始まりました小学生

のリーダーを育てるリーダー研修会が行われました。児童会の会

長、副会長が真剣にプログラムに参加していました。将来のリー

ダー像を垣間見ることが出来ました。そして午後からは、曙川中

学校で中学生対象のリーダー研修会が行われました。ここでも、

将来のリーダーとしての活躍が感じられました。

　8月20日から1泊2日で、不登校児を対象に小中学生約40名が

参加し、三重県曽爾高原にて「自然の中で」が開催されました。

ご同行いただいた皆様、ありがとうございました。この事業も既に

20年近くなろうかと思いますが、校長会の校長先生にお伺いした

ところ毎年、新学期には数名の生徒が復学してくれておりますと

の言葉をお聞きし、本当に意義がある事業だと思います。

　10月23日からは社会奉仕委員会との共同事業として、フィリピ

ンのセブ島から4名の少女と先生を受け入れ、貧富の格差から少

しでも抜け出す力をつける為の教育のお手伝いをする事業を、

誰でもヒーローの山中代表と共に支援しました。約１週間の短い

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



期間でしたが、少女たちには今回の体験、経験が将来の日本と

の懸け橋になり、またリーダーとなり自分達で自立する力を身に

付ける為に、必ず役立つものと期待しております。

　11月4日には、インターアクトクラブの年次大会が浪速中学・高

校で開催されました。この日はちょうど台北東ＲＣ55周年記念式

典と重なり、会員2名だけの出席となりました。2020年には金光八

尾校が研修旅行のホストを務めることが決まっており、当クラブで

も積極的なサポートが必要となりますので、皆様のご協力をお願

い申し上げます。また金光八尾校は、先の地区大会で、RI会長

賞を受賞されました。我々も大変うれしく思いました。

　8月29日には地区より、鈴木ガバナー補佐様と加茂ガバナー補

佐エレクトをお迎えして、今年度の山本博史ガバナーの方針を

説明して頂きました。また当クラブの委員会活動計画とクラブ方

針を報告させて頂きました。

　9月19日には山本ガバナーの公式訪問を頂き、地区方針を詳

しく解説して頂き、当クラブの方針などをお伝えして、有意義な会

合を持つことが出来ました。また今年の山本ガバナーは素晴らし

い記憶力の持ち主で、原稿も全く見ずに40～50分の講演をされ、

スクリーンに映る文字を正確に話されるのを見て、驚きました。

　広報委員会では、地区の方針の一つにマイロータリへの登録

者65％を目標に、相馬委員長が努力されており、今年度の目標

達成は間違いなくされるそうです。地区からはもう一つ目標を上

げるよう要請がありましたが、引き続きの努力をお願いしておりま

す。また昨年からの引継ぎで、ホームページの更新にもご協力を

お願いしております。現在ではホームページの活用がクラブの活

性化になくてはならないツールとなっております。良い所は残し

て、不要なものは刷新するようお願いしております。

　また本年度の一番の広報戦略として、近鉄八尾駅のホーム上

に八尾ＲＣのポスターを掲示しての広告は、画期的な広報戦略

ではないかと思っております。賛否両論の意見があるかと思いま

すが、八尾市の各種団体などから「えらいことやってますねー」と

の声が聞こえてきます。これまでの所、費用対効果などの数字的

結果等は検証できておりませんが、鈴木地区ガバナー補佐様か

らはお褒めの言葉を聞いております。地区の増強委員会も参考

にしたい旨を伺っております。

　研修委員会では、増強委員会と連携して9月26日にクラブ

フォーラムを開催されました。議題は女性会員問題と外国籍の方

の入会を認めるかでした。この問題は十数年前から議論されてき

ましたが、未だ結論には至っておりません。また11月21日には炉

辺会議を、加門で開催されました。４つのグループに分かれて

ロータリーについて、議論や疑問について討論しました。それぞ

れのグループから発表がありましたが、共通する点は、新入会員

が増えてきてクラブが活性化してきたとの意見が出たことでした。

今後も益々増強に力を入れなければと思いました。

　国際交流委員会では小谷委員長のもと、これまでに台北東RC

公式訪問と誰でもヒーローへの支援活動が終了しました。台北東

RCへは19名の参加を頂きました。ウエルカムパーティも催して頂

き、親睦ゴルフには各種記念品を頂きまして、大変感激いたしま

した。因みに会長は傘のメーカーさんでしたので、折り畳み式の

ロータリーマーク入りの物を頂きました。

　社会奉仕委員会では松井委員長はじめメンバーのご協力のも

と、青少年委員会と共同でセブ島の子供たちへの支援事業をさ

れました。松井委員長はこの支援事業の為に昨年から２回も現

地を訪問され、万全の企画をされました。誠に感謝申し上げます。

また昨年に引き続き、公園でのイルミネーション事業「町を明るく、

人には温もりを」の点灯式が12月5日に開催され、八尾市長様は

じめ市役所の幹部の方も多く参列頂きました。また、こども食堂の

子供たちも約25名が参加してくれました。

　プログラム委員会では田中委員長のもと、毎回出席したくなるよ

うな例会を目指す為に、各ジャンルから講師をお願いされ、飽き

の来ない卓話をされました。

　７月の卓話は、各委員会の活動計画の報告がありました。８月

に入り元東大教員の体を張ったフルーツ活動家の中野瑞樹様の

人体実験卓話をして頂きました。掌が黄色くなっておりびっくりし

ました。また八尾市の里親の現状として、赤裸々なお話を頂きま

したふたば里親会会長の辻本真波様には、ご自分の体験を踏ま

えたお話に胸が痛くなりました。元ボートレーサーの登みつよ様

には、29年間にわたる壮絶なボートレーサーのお話を頂きました。

　９月には将棋で王将・銀河のタイトルをお持ちの久保敏明様に

卓話をして頂きました。誰でもヒーローの山中代表には、熱い思

いを語っていただきました。また11月にはホームレスの実態を説

明して頂き、自立支援を行われているNPO法人ホームドアの川

口加奈様にお願いして貴重なお話を伺いました。また企業再生

のプロとしてホライゾンの上中康司様からインサイダーに近いお

話を伺い、数名の方が目の色を変えておられました。山田隆章

先生からは、貴重な人生訓をお話しいただきました。12月には来

年のマーケットについて、ブーケ・ド・フルーレットの馬淵代表から

詳しい情報をお聞きすることが出来ました。引き続き来年も、有意

義な情報を頂けるプログラムをお願い申し上げます。

　12月4日には年次総会が開かれ、次年度の理事役員と次々年



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

12/5

12/12

12/19

会員数

62

62

62

出席

42

44

49

うち出席規定
適用免除者

14

11

16

メーク
アップ

0

出席率

76.36％

84.62％

86.05％

確定
出席率

76.36％

度会長を全会一致で承認して戴きました。

　クラブ戦略計画委員会では、就任４年目の居相委員長のもと中

期及び長期にわたる諸問題を取り上げて頂き、単年度では解決

不能の案件などを討議しております。新入会員のカウンセラー制

度や定款・細則についても検討して頂いております。

　今年度は、各委員長様のもと各委員会が活発に委員会を開か

れ、風通しの良いクラブ運営にご協力を頂いております。感謝申

し上げます。来年もよろしくお願い申し上げます。

▼山本会長　忘年家族会への御参加、有難うございました。

今年最終例会です。来年もよろしくお願い申し上げます。写

真有難う。

▼稲田副会長　本年ありがとうございました。来年もよろしく

お願いします。写真有難う。

▼柏木副会長　忘年家族会では、菅野委員長、長竹副委員

長はじめ親睦委員会の皆様、お世話になりました。本日年末

最終例会よろしくお願いします。澁谷幹事お土産ありがとうご

ざいました。写真有難う。

▼澁谷幹事　2018年度は皆様にお世話になり、ありがとうご

ざいました。忘年例会お疲れ様でした。家族も感謝していま

した。写真有難う。

▼佐野・井川会員　会長及び執行部の皆様、有難うございま

した。

▼松本会員　今年1年ありがとうございました。良いお年をお

迎え下さい。

▼坂本・飯田・川田・山陰・野村・小谷・富田・大熊・相馬・北

野・友田会員　一年間ありがとうございました。来年もよろしく

お願いします。写真有難う。

▼寺坂・中川（廣）会員　例会欠席お詫び。

▼中西（啓）会員　山本会長はじめ理事役員の皆さん、半年

間有難うございました。写真有難う。

▼中川（將）会員　先日のクリスマス会に親睦並びにSAAの

方々、大変御世話になりました。山本会長、本日卓話頑張っ

て下さい。写真有難う。

▼村本・松井・新宮・児林・大槻・曽家・平尾・川村会員　写

真有難う。

▼小山会員　ご夫人誕生日。

▼山本（昌）会員　♬もういくつ寝ると・・・♪鋭気を養い輝かし

い新年が、皆様迎えられますように！写真有難う。

▼菅野会員　忘年家族会ご協力ありがとうございました。写

真有難う。

▼笠井会員　早退お詫び。写真有難う。

▼田中会員　菅野委員長はじめ親睦委員会の皆様、先日の

忘年家族会、大変お世話になりました。今年１年大変お世話

になりました。新年も宜しくお願いします。写真有難う。

▼濵岡会員　会長はじめスタッフの皆様、上半期は大変お

世話になりました。下半期もよろしくお願い致します。写真有

難う。

▼津田会員　忘年家族会ではお世話になりました。写真有

難う。

▼長竹会員　忘年家族会、多数御参加有難うございました。

▼宮川会員　山本会長、半期ありがとうございました。写真有

難う。

▼西村会員　濵岡さん、野球部集合写真を有難うございます。

家宝にしました!!皆様、良いお年をお迎え下さい!!写真有難

う。

▼福田会員　濵岡監督、野球部の写真パネル頂戴しました。

ありがとうございます。

▼幡田会員　今年1年ありがとうございました。来年もよろしく

お願い致します。住所変わりました。例会欠席お詫び。

▼大橋会員　忘年家族会お疲れ様でした。素晴らしい忘年

会でした。写真有難う。

▼竹中会員　忘年家族会楽しかったです。司会という貴重な

経験をさせていただきました。写真有難う。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

ニ　コ　ニ　コ　箱
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