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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「それでこそロータリー」

●ゲストの紹介

2017-18年度ロータリー財団グローバル奨学生　

　　バッティー亜夢斗様

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　　話

　　　「平和と紛争予防／

　　　　　　紛争解決月間に因んで」

　　　2017-18年度　ロータリー財団

　　　グローバル奨学生　バッティー　亜夢斗　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

2/6  西川彩乃様

2/13　　巽樹理様

2/20　　多々納様

2/27　　㈱カプコン社長　辻本様

　今月は職業奉仕月間です。松本PGから寄贈

いただいた「シェルドンの森」の本を読みますと、

いろいろと勉強になります。

　かつてのロータリーの「綱領」が、今は「目的」

に変更されています。知り合いを広め、職業を高

潔なものにすること、などが書かれています。

　高潔とは難しい言葉ですが誠実、倫理などの

意味を含み、倫理や道徳に基づいた職業を行

いなさい、ということではないかと個人的には理

解しています。

　私も勉強し、奉仕にはいろいろな形があること

が理解できました。また追って、紹介していきた

いと思います。一度学んだことも、忘れたら読み
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返せばまた思い出すことができます。皆さんも折

にふれ、この本を読み返していただければいい

のではないでしょうか。そして会社、あるいは事

業を継続していくこと自体が、立派な奉仕だと思

います。

▼米山功労クラブとして、

米山記念奨学会よりクラ

ブ宛に感謝状が届いて

おります。

▼END POLIO寄付の感

謝状が、RIより届きました。

▼IM第４組のロータリーデーが、3月9日にスイス

ホテルで開催されます。本日出欠確認を回覧し

ます。なお当日は12時から、移動例会を開催し

ます。

▼25日にIM第４組の会長幹事会が開催されま

す。

▼本日例会後、クラブ戦略計画委員会を開催し

ます。

▼中西　啓詞　会員

　記念品をいただき、ありが

とうございます。平成元年１

月に入会し、もうすぐ平成が

終わりますが30年間、お世

話になってきました。今、

思い返すと、感慨深いもの

があります。

　新元号になっても頑張りますので、よろしくお

願いいたします。

▼米山委員会・幡田　賀紀　委員長

　先週例会後、米山奨学生のマクドナルド・ミカ

エラ・マリさんをお迎えして英会話教室を開催し、

8名の方々に参加いただきました。ありがとうござ

いました。

　また2月13日にも行う予定ですので、ぜひご参

加ください。

▼ロータリー財団委員会・飯田　寛光　委員長

　次週の卓話には、グローバル奨学生のバッ

ティー亜夢斗さんをお迎えする予定です。彼は

ロンドン大学の政治学科で学び、紛争研究を専

攻されました。ちょうど２月が「平和と紛争予防／

紛争解決月間」ということで、ピッタリのテーマで

はないかと思います。

　２月からオランダの化学兵器禁止機関に就職

されるということで、シリアの化学兵器使用への

対応などに従事されます。お会いするとなかなか

熱い人物ですので、卓話もぜひ期待してお聞き

ください。

　また例会後にも、ご本人を交えてフリートークを

行います。興味ある方は、お残りください。

「私を語る」

▼竹中　浩人　会員

　父が居酒屋をはじめ、私

は小さい頃にそれを手伝

い、チップを小遣いがわり

にしたりしていました。子ど

も心に欲しかったファミコン

も、父に買ってもらうのではなく、自分で働いて

貯めたお金で買いました。

　このようにずっと親の店でアルバイトをしてきた

のですが、高校を卒業してからスナックでボーイ

のアルバイトを始めました。するとだんだんとお

客様に人気が出て、やがてはホストのような役割

をしていました。

　そうした経緯もあり、後にホストクラブ一本で働

くようになったのですが、仕事は楽しいものの体

調を崩し、店を移ったりしました。ところがカラオ

ケが下手だったこともありだんだんとお客さんが

離れていき結局、父のもとに戻りました。

　そこから独立し、カフェをやったり、ネットオーク

在 籍 3 0 年 の お 祝 い

そ の 他 の 報 告
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ションにも進出しました。おもちゃを売ったりしま

した。他にもバーを開店したり、ラーメン店も西成

に出店しました。ただ、このラーメン店は残念な

がら、うまくいきませんでした。

　整理しようと店舗を閉鎖し、残った設備をすべ

て売却して何とかしのいだこともありました。そん

な苦しい時期に、結婚しました。

　これまで私は、父を越えたい一心でやってきま

した。そういう意味では、父がいろいろなことを教

えてくれたのだと感じています。自分も、父のよう

になりたいと思っていたのです。

　現在は、今年のクラブテーマにも通じる「for the 

family」をモットーに頑張っています。まだまだ若

輩者ですが、皆さんを兄のように慕っていきたい

と思いますので、どうか弟のようにご指導いただ

きますようお願いします。

　4月には、今までできなかった結婚の披露宴を

開きたい、と考えています。よろしければご出席

いただければうれしく思います。

▼竹原　信二　会員

　エー・アール・シー建設と

いうベルテックグループの

会社に勤務しております。

防水などに特化した会社で

す。年商約50億円で頑張っ

ています。

　両親は熊本の八代出身で、大阪の西成に住ん

でいました。私はそこで生まれ、後に平野区に

引っ越しました。

　父が工務店をしており、私も中学生のころに仕

事を手伝ったりしていました。ただ、将来はこの

仕事を、絶対にしたくないと思っていました。もっ

と芸術的な仕事をしたい、と考えていました。

　やがて松下電工に就職し、会社の陸上部にも

入り、実業団駅伝に出場したりしました。また大

学でやっていたラグビーの先輩から誘われたこと

から、ラグビーもやっていました。

　しかしケガのため途中で断念し、それからは仕

事とお酒のみの生活になっていきます。

　そんな頃、街でふとボクシングのジムを覗くと、

おもしろそうなので、やってみようと入会すること

にしました。練習するうちにどんどんボクシングに

のめりこむようになり、プロボクサーになることを

決意、退職しました。そしてプロのライセンスもと

りました。

　ある時、母が来て、父の仕事を手伝ってほしい

と言われました。その後はボクシングからも遠ざ

かっていき、すさんだ生活をしていました。

　そんな時、小学校時代にもらったお守りがふと

出てきたことがきっかけで、四天王寺を尋ねてみ

ることにしました。

　そのときに何とも言えぬ気持ちよさを感じたこと

から、お寺に通うようになりました。勉強しようと本

を買ったり講習会に行ったり、修行ツアーにも参

加したりしました。

　するとそれまでの自己中心的な考え方も、少し

ずつ変わっていきました。そして現在の会社に

転職し、仕事にも一生懸命取り組むようになりま

した。

　私は真言宗で、在家信者となりました。戒律と

して10の約束があります。むやみに生き物を殺し

てはいけません、うそをついてはいけませんなど、

どれをとっても当たり前のことばかりなのですが、

これがなかなか守れません。

　そしてこの度、ロータリークラブにお声をかけて

いただき、これも修行の一環と考えて入会させて

いただいた次第です。

　これから頑張って、先輩方のような立派なロー

タリアンになりたいと思っています。今では山に

登りごみを拾ったりしながら、心も磨くようにして

います。

▼山本会長　竹中さん、竹原さん、本日の卓話

よろしくお願いします。

▼澁谷幹事　竹中さん、竹原さん、本日の卓話

楽しみです。ガンバッテ下さい。

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

1/9

1/16

1/23

会員数

62

62

62

出席

43

44

47

うち出席規定
適用免除者

12

12

15

メーク
アップ

0

出席率

81.13％

83.02％

83.93％

確定
出席率

81.13％

 
感謝の気持ちを
　　　ニコニコに！

例会欠席の際は
前日までに連絡を！

▼中西（啓）会員　在籍内祝い。

▼菅野会員　本日の卓話は、私を語るです。皆

様よろしくお願いします。ご夫人誕生日。

▼濵岡・長竹会員　竹中さん、竹原さん、本日の

卓話楽しみにしております。

▼松井・相馬会員　竹中さん、竹原さん、卓話頑

張って下さい。

▼宮川会員　竹中会員、竹原会員、私を語る頑

張って下さい。

▼野村会員　早退お詫び。

▼児林会員　竹中会員、竹原会員、私を語る頑

張って下さい。例会欠席お詫び。

▼富田会員　山本会長、稲田副会長、宮川委員、

先日はお誘いありがとうございます。今回は行け

ませんでしたが、又次回もお願いします。例会欠

席お詫び。

▼幡田会員　竹中会員、竹原会員私を語るよろ

しくお願い致します。皆さん聞いていないとおっ

しゃいますがちゃんと聞いていますので。いつも

ニコニコありがとうございます。

▼藤田会員　いつもニコニコありがとうございま

す。竹中さん、竹原さん、卓話楽しみにしていま

す。例会欠席お詫び。

▼鼓呂雲会員　長く休ませていただき、申し訳あ

りません。

▼平尾会員　初孫が生まれました。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定
月 火 水 木 金 土 日

移動例会
理事会

（休会）

月 火 水 木 金 土 日

月職業奉仕月間

月 火 水 木 金 土 日

理事会

地区チーム
研修セミナー

地区補助金
管理セミナー

月

平和と紛争予防／
紛争解決月間
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