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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

　中国薬膳料理研究所家　宮武衣充様

●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　　「都度の食事が体を変える

　　　　　　　　　～今からすぐにできること～」

　　　　　　中国薬膳料理研究所家　宮武衣充様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

4/3　　「小林一三と宝塚歌劇」

　阪急電鉄株式会社相談役　大橋太朗様

4/10　　田畑　章様

4/17　　「会員増強について」

　地区クラブ奉仕・拡大増強委員会委員長

　藤井眞澄様（大阪南ＲＣ）　

4/24　職業奉仕委員会　山陰恭志委員長

5/8　　法務省コレワ－ク西日本

（大阪矯正管区　矯正就労支援情報センター室）

　室長　高須賀　英治様

　17日に八尾菊花ライオンズクラブ様の40周年記念式

典に会長、幹事で出席させていただきました。本日は

そこで感心したことを、ご報告します。

　ライオンズは「創立」ではなく、「チャーターナイト」〇

周年、という言い方をされます。菊花LC様では地域に

対する奉仕活動を、いろいろと実践しておられます。

　まず警察や交通安全協会と協力し、交通安全の啓

発ビデオを製作されています。また国際交流センター

へは、こども食堂へのお米の提供や年末の餅つきをさ

れています。

　ゴルフではチャリティコンペで１回に20万円ぐらい集

められるそうで、国際交流センターに寄付されている

そうです。

　社会福祉協議会とは献血で協力し、リノアスに常設
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の献血センターを設置されるそうです。これには当クラ

ブの山口会員も協力されています。

　さらに小学生のなわとび大会や郷土文化推進協議

会と協力し道標の石を各地に設置されています。小

学校の図書室には毎年、図書を寄贈されています。

　糖尿病に関しては、生活習慣病に起因するⅡ型と

違い、原因がよくわからないⅠ型糖尿病への支援もさ

れています。

　本当にいろんな事業をされており、驚かされました。

我々ももっと頑張らねば、と感じました。

▼13日にクラブ研修会と懇親会が開催されました。

▼17日に八尾菊花ライオンズクラブの40周年式典

に会長、幹事で出席しました。

▼本日、米山奨学生マクドナルド・ミカエラ・マリさ

んの送別会が行われます。

▼25日にインターアクトクラブの合同会議が行われ、

大槻・吉田会員に出席いただきます。

▼国際ロータリー第2660地区・

　　　山本　博史　ガバナー

　昨年に81クラブを公式訪

問させていただいた際は、

一方的にお願いばかりさせ

ていただきました。年が明

けてからからは、特にそのお願いを実行していただ

いているクラブへ感謝しに行かねばと思い、10クラ

ブへメークアップとして訪問させていただいておりま

す。

　各クラブでお取り組まれていることはすべて素晴

らしいのですが、私が資料として見られる部分は、

寄付や会員増強、出席率など限られています。

　八尾RC様は、すべての項目をしっかりやってい

ただいている、お手本のようなクラブだと思い、本日

おじゃまさせていただきました。本当にありがとうご

ざいます。

▼大橋　裕之　会員

　RI会長メッセージは、世界ローターアクト週間に

ついてふれられています。

　特集は「水と衛生月間」にちなんで、国内外のクラ

ブの取り組みが紹介されています。大東RCのミャン

マーでの事業も掲載されています。

　このほかローターアクト週間やRI会長エレクトのイ

ンタビュー、国際協議会の記事などが掲載されて

います。

　また当地区の地区大会の報告も載っております。

　クラブからの投稿では、友愛の広場で高槻RCが

紹介されています。

▼米山委員会・幡田　賀紀　委員長

　本日、米山奨学生マクドナルド・ミカエラ・マリさん

の送別会を6時から鼓呂雲会員のお店で開催しま

す。たくさんのご参加お申込み、ありがとうございま

す。

「インターアクト活動報告」

▼金光八尾高校インターアクトクラブ・顧問　森

　祥太郎　様

　平素は当校のインターアクトクラブ（IAC）に対しご支

援をいただいておりまして、感謝申し上げます。

　今年度IACの部員で３年生の３人は、進学先でも

ローターアクトクラブへの入会を希望しています。また

昨年卒業した部員も、海外研修などに大変興味を

持っています。海外留学の応募機会に毎回申請し、

海外で交流するなどしているそうです。

▼金光八尾高校インターアクトクラブ（2年生）阿

部亜美様、今西美優様、小阪直輝様

　当校のIACは現在、部員数は31名です。

　今年度はまず６月に、地区で新入生歓迎会を行いま

した。相愛高校が企画し、八尾RCからもご参加いただ

きました。学校の周辺を散策し、大阪を再発見する内

容で、午後からは各班がその内容を発表しました。大

そ の 他 の 報 告

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

地 区 ガ バ ナ ー ご 挨 拶
卓　　　話

幹　事　報　告



阪にもまだまだ知らないことがたくさんあることに気づ

きました。

　７月は夏季奉仕活動として、玉串川の清掃を行いま

した。伝統的に毎年実施しているものですが、今回は

特に暑かったので、規模を縮小して実施しました。八

尾RCからも会長をはじめ、たくさんの会員の方々が参

加してくださいました。おかげでたくさんの雑草を刈る

ことができました。ありがとうございました。

　８月は海外研修で、台湾を訪問しました。当校からも

２年生と１年生が参加しました。台湾のインターアク

ターたちとも交流することができました。みんなとてもフ

レンドリーで、歓迎してくれました。私たちは浴衣で、ド

ラえもん音頭を披露しました。

　英語でコミュニケーションをとることが多く、英語の勉

強をもっとしようと思いました。貴重な体験の機会を、

ありがとうございました。この経験を今後の人生に役立

てたいと思っています。

　次に職業体験事業にも参加しました。外国人を相手

に英語で接客する、などの職業を経験しました。客室

乗務員の体験もありました。留学生が話かけてくれたり

もしました。おかげで世界とつながる職業への興味が

深まりました。

　９月には文化祭で、チャリティバザーを実施しました。

商品の陳列から販売まで、自分たちで行いました。お

かげさまで大盛況で、八尾RCの皆さんからも商品をた

くさんご提供いただき、当日も会員の方々に来校いた

だきました。売上金は55,000円以上で、これまでで最

高となりました。となりのブースからも収益の半額を寄

付してもらい、ポリオ撲滅へ寄付させていただきました。

　10月にはフィリピンの学生が学校を訪問しました。

しっかりとした夢を持っていて、英語も流暢で驚きまし

た。自己紹介をしたりして、交流することができました。

そして英語の大切さを、身にしみて感じました。このよ

うな機会を提供いただいた松井様、ありがとうございま

した。

　11月には年次大会が開催されました。当校からは26

名の部員が参加し、八尾RCからも参加してくださいま

した。各校の活動報告や、防災に関して学びました。

たくさんの支援が世界で必要とされていることを知り、

グループワークでは問題解決について考えました。み

んなで話し合い、いろんなアイデアが生まれました。

自分では思いつかなかったような意見もあり、新たな

発見がありました。そして、困っている人に手を差し伸

べていきたいと感じました。

　12月は地区大会で、RI会長賞をいただきました。自

分たちの活動が、社会貢献につながっていることを実

感することができました。

　このほか12月には、献血活動も行いました。社会貢

献活動として参加し、協力できてよかったと思います。

▼山本会長　山本博史ガバナー、メークアップ誠に感

謝申し上げます。ビックリです。金光八尾高校インター

アクトクラブの皆様、卓話よろしくお願い申し上げます。

前田先生、森先生、よろしくお願い致します。

▼柏木副会長　金光八尾高校の皆様、本日卓話、よ

ろしくお願いします。山本ガバナーご訪問ありがとうご

ざいます。稲田筆頭副会長、早く復帰して下さい。

▼澁谷幹事　金光八尾中学・高等学校インターアクト

の皆様、ご苦労様です。卓話ガンバッテ下さい。よい

ことがありました。

▼中西（啓）会員　先週の新会員研修会にご参加いた

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

3/9

3/13

3/20

会員数

62

62

62

出席

32

34

45

うち出席規定
適用免除者

9

12

17

メーク
アップ

0

出席率

64.00％

64.15％

77.59％

確定
出席率

64.00％

だきありがとうございました。

▼池尻会員　山本ガバナーようこそ。あと少しお身体

に気を付けて下さい。

▼中川（將）会員　前田先生、森先生、生徒の皆様、

本日の卓話よろしくお願い致します。

▼中川（廣）会員 笠井さんありがとうございました。在籍

内祝い。

▼井川会員 山本ガバナー、ご訪問ありがとうございま

す。ご夫人誕生日。

▼宇野会員 誕生内祝いありがとうございます。７４才

です。誕生内祝い。長らく休みまして又よろしくお願い

します。例会欠席お詫び。

▼田中会員 前田先生、森先生、インターアクターの

皆様、本日卓話、宜しくお願いします。

▼濵岡会員　宇野さん、お久しぶりです。

▼長竹会員　笠井さん、先日はお世話になりました。

▼吉田会員　金光八尾高校のインターアクトの皆様、

卓話よろしくお願いします

▼野村会員　金光八尾の皆さん、ようこそいらっしゃい

ました。できるだけ、ゆっくり話して下さいね。天王寺

RCから中島さんようこそ。宇野さんお帰りなさい。

▼西村会員　例会欠席お詫び。

▼小谷会員　３月いっぱいはとても忙しくて不義理し

ております。申し訳ありません。例会欠席お詫び。

▼大熊会員　前田先生、先日はありがとうございました。

早退。例会欠席お詫び。

▼相馬会員　笠井会長エレクト、一昨日はご馳走にな

り有難うございました。野村さん、ご迷惑をおかけして

申し訳ありません。

▼幡田会員　いつもニコニコ有難うございます。中島

崇様ようこそ八尾ロータリークラブへ。よいことがありま

した。

▼平尾会員　先週は孫のお宮参りで例会・研修会欠

席して申し訳ありませんでした。

▼鼓呂雲会員　マリさん、頑張って下さい。例会欠席

お詫び。

　　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

理事会

移動例会

（例会→
　3/9に変更）

IM第4組
ロータリーデー

PETS（会長エレクト
研修セミナー）

水と衛生月間

月

月 火 水 木 金 土 日

地区研修・
協議会

理事会

母子の健康月間 月
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