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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「八尾ロータリー讃歌」

●ゲストの紹介　子ども食堂　夢うらら　ほっとス

テーション　会長　　浦上弘明様

●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

　「子ども食堂について」　子ども食堂　夢うらら

　ほっとステーション　会長　浦上弘明様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

6/5　　「活動報告」

　クラブ管理運営委員会　稲田賢二副会長

　クラブ管理運営委員会　柏木武生宜副会長

　職業奉仕委員会　山陰恭志委員長

　社会奉仕委員会　松井良介委員長

　国際奉仕委員会　小谷逸朗委員長

　青少年奉仕委員会　大槻恭介委員長

6/12　「活動報告」

　ＳＡＡ委員会　野村俊隆委員長

　会員増強委員会　児林秀一委員長

　出席委員会　新宮一誓委員長

　親睦活動委員会　菅野茂人委員長

　プログラム委員会　田中康正委員長

　クラブ研修委員会　中西啓詞委員長

6/19「活動報告」

　クラブ広報委員会　相馬康人委員長

　越中八尾ＲＣ担当委員会　濵岡千寿郎委員長

　ロータリー財団委員会　飯田寛光委員長

　米山委員会　幡田賀紀委員長

　インターアクト委員会　吉田法功委員長

　クラブ戦略計画委員会　居相英機委員長

6/26　「１年を振り返って」

　山本勝彦会長・澁谷登志和幹事・福田隆教副幹事

　まずは田中会員、藍綬褒章の受章、おめでとうございま

す。これまでにも当クラブから叙勲や褒章を受けられた会

員がおられますが今回、田中会員も受章されました。本
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当に素晴らしいクラブだな、と改めて感じております。

　さて本日は、日本でのロータリー創設の話をしたいと思

います。日本最初のロータリアンは、佐賀県出身の福島

喜三次さんでした。

　福島さんは一橋大を卒業後、三井物産で働きニュー

ヨークなどにも勤務されました。アメリカのダラス支店勤務

時に綿花を扱い、それがきっかけとなり新会社を設立す

ることになりました。そのときのパートナーのドイツ人が、ダ

ラスRCの会員でした。

　しかしその後、そのドイツ人が第一次世界大戦の影響

で帰国、その後を受けて福島氏がダラスＲＣに入会した

のです。

　また米山梅吉さんがダラスを訪問したことがきっかけで、

福島氏との歴史的な出会いを果たします。1920（大正9）

年、福島氏が帰国する時、ダラスＲＣの会長から「東京に

RCを作ってはどうか」と勧められました。

　そしてロータリーの特別代表を委嘱されたのですが、福

島氏はまだ若いこともあり、なかなかうまくいきませんでし

た。彼は「特別代表には米山さんが適任」と考え、国際

ロータリー連合会に申し出たのです。そしてそこから、東

京RCが誕生しました。

　当時の日本のまさに中心的な存在であるそうそうたるメ

ンバー20数名で、1921（大正10）年、東京ＲＣがロータ

リー国際連合会から認証されました。初代の会長には米

山氏、幹事は福島氏が就任しました。

　これが、日本でのロータリーの始まりとなりました。

▼23日に金光八尾インターアクトクラブのクリーンハイ

クが開催され、会長他で参加いたします。

▼24日、八尾市内の８クラブ交歓会が開かれ、新旧の

会長・幹事で出席いたします。

▼25日、地区の次年度会員増強セミナーが開催され

ます。笠井、小谷、相馬会員に出席いただきます。

▼今西元会員からパイナップルをいただきました。お

召し上がりください。

▼田中　康正　会員

　この度、藍綬褒章をいただくことになり、たくさんのお

祝いや祝電などをいただきまして、ありがとうございま

した。今回の受章もロータリークラブに入ったおかげと、

感謝しております。

　25年間、更生活動を続けてまいりましたが、今後も社

会貢献に努めてまいりたいと思います。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員長

　明日、金光八尾インターアクトクラブの新入生歓迎

会を大畑山で開催します。現地に12時集合です。

　また次年度より、委員会構成表を本日お配りしており

ます。ご確認ください。

▼次年度SAA・稲田　賢二　委員長

　例会での食事に関するアンケートをお配りしておりま

す。皆様のご意見を聞かせていただければと思いま

すので、ご協力をよろしくお願いいたします。

▼ゴルフ部・大熊　勉　副部長

　16日に中川（廣）・飯田・宮川会員の還暦記念コンペ

を開催しました。19名にご参加いただき無事、楽しく終

了いたしました。また秋にもコンペを開催しますので、

ご参加ください。

「ローターアクトについて」

▼田中　康正　会員

　本日はローターアクトに関する卓話ですが、我がクラ

ブもいつかはローターアクトクラブを提唱できれば、と

いう思いも込めて企画いたしました。

▼吹田ローターアクトクラ

ブ・井川　亜理紗　様

　私はローターアク ト ク ラブ

（RAC）に2013年に入会し、幹事

や会長を経験しました。

　井川家の末っ子長女だったこと

もあるのですが、入会のきっかけは、近所の仲の良いお

姉さんがローターアクトの会員で、一度見学に行って自

分で入会を決めました。

　インターアクトが18歳までなので、それ以降の年齢を対

象に1968年、初めてRACができました。同年、当地区で

も大阪北RACが誕生しました。

　現在、当地区では21クラブ、約270人が活動しています。

　入会できるのは18歳から30歳までの男女で、その他に条

件はありません。出席率は60％以上が必要と言われていま

したが、最近は「それが望ましい」に変わってきています。

　会費は、各クラブによって異なります。ＲＣと同じようにク

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



ラブ奉仕や専門能力開発、国際奉仕、社会奉仕、財務な

どの委員会があります。活動内容は大きく分けて、地区

行事と例会があります。

　地区行事では、毎月のように何かしら行事があります。

年次大会や研修会などを行っています。一方の例会は、

通常例解や移動例会、例会外行事や合同例会などもあ

ります。吹田RACは毎月第１、３火曜日に例会を行ってい

ます。

　吹田RACの会員数は、休会を除いて現在10名です。こ

のうち３名は、親が吹田RCに在籍されています。また

RACのOBやOGなどからの紹介で入会した人もいます。

　吹田RACの年間行事は、７月の吹田まつりでチャリティ

バザーを行っています。ここでの収益金をインドの学校へ

植樹をするため寄付しようと、目標の100万円を目指して

頑張っています。あと２、３年で達成できそうです。まつり

の２日目には、フランクフルトの販売などもしています。

　またキッズタウンという吹田青年会議所主催のイベント

にも参加したりしています。

　提唱の吹田RCとは年一回、必ず交流パーティーを開い

ています。お酒もまじえながら交流できる機会となってい

ます。

　RACの例会には毎回、ロータリアンが５、６人出席してく

ださっています。下手をすると、RACの会員よりもロータリ

アンの方が多いこともあります。

　海外では、台湾文山RACとも交流しています。毎年行き

来して、友情を深めています。

RACに入会してよかったことは、

１．専門知識　：　メンバーやロータリアンに、いろいろと教

えてもらえることです。

２．話す力　：　人前でしゃべる機会はなかなかないもの

ですが、RACでは例会で発表したりするので、慣れてくる

と少しは話せるようになったかな、と感じます。就職した時

には「おじさんと話すのが上手いね」と言われました。

３．人脈　：　特に社会人になってから、毎週みんなと会え

るのが楽しみになりました。会社での悩みを相談したりで

きます。また、就職先が実はロータリアンの取引先、などと

いうこともあります。

　これからもしっかり参加して自分にプラスになるよう努力

し、そして後輩にも伝えていきたいと思っています。

▼東大阪ローターアクトクラブ・田中　祐子　様

　当RACの提唱は、東大阪RCで

す。私は４年前に入会しました。

東大阪RACは1984年の発会で、

毎月第１・３水曜の19：30～21：00

に小阪で例会を行っています。

　現在の会員数は12人で、ロータ

リアンの会社の従業員の方が多いです。また、金光八尾

インターアクトクラブ出身の会員もいます。来年６月に、35

周年を迎えます。

　もし八尾にRACをつくるなら、お金のことが気になるの

ではないでしょうか。当クラブの会費は年間15,000円です。

その他の収入として、RCから70万円の援助金をいただい

ています。そのかわりに、行ったことの報告書を定期的に

提出しています。その他、ロータリアンのメークアップなど

が収入源です。

　支出は会場費やお弁当代などが主ですが、他に地区

への拠出金や他クラブとの交流費などで、だいたい年間

150万円ぐらいはかかります。

　東大阪RCとの関わりについてですが、RACの例会には

毎回出席していただいています。また年２回、合同でク

リーンハイクを行います。その他、年２回の合同夜例会な

どで交流を深めています。クリスマス家族会にも呼んでも

らっています。

　私はRACに入会する前は全く興味がなかったのですが、

井川さんと父がきっかけで見学に行って、結局入会申込

書に書いてしまいました。

　「すぐやめればいい」と思っていたら、いきなり30周年式

典の司会に当たってしまいました。それでもやってみると、

終わったあとの達成感は大きかったです。RACでは助け

合いや自己成長なども体験できると思います。

　皆さんもぜひ一度、例会にお越しください。

▼山本（勝）会長　田中康正さん、藍綬褒章受章誠にお

めでとうございます。ローターアクター田中様、井川様、

本日の卓話、よろしくお願い申し上げます。

▼稲田副会長　井川さん、田中さん、本日卓話よろしくお

願いします。田中さん藍綬褒章おめでとうございます。皆

様、アンケートに御協力お願いします。

▼柏木副会長　ローターアクトの井川さん、田中さん、卓

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

5/8

5/15

5/22

会員数

62

62

62

出席

45

51

41

うち出席規定
適用免除者

15

18

12

メーク
アップ

0

出席率

81.82％

87.93％

78.85％

確定
出席率

81.82％

話頑張って下さい。田中康正さん、褒章おめでとうござい

ます。少しいい事がありました。

▼澁谷幹事　先週は皆様にご迷惑をお掛けしました。田

中さん、褒章おめでとうございます。

▼佐野会員　田中さん藍綬褒章ご受章おめでとうござい

ます。次なることをめざしてご活躍を！！

▼池尻会員　田中康正さん、おめでとう。

▼井川会員　卓話よろしく。

▼飯田会員　先日は還暦ゴルフコンペ、ありがとうござい

ました。

▼吉本会員田中会員、藍綬褒章受章おめでとうございます。

▼田中会員　皆様、多くのお祝いの言葉、祝電ありがとう

ございます。感謝します。

▼津田会員　田中康正さん、藍綬褒章受章おめでとうご

ざいます。これ迄の協力雇用主会の実績が評価されたも

のと思います。うれしいです。早退お詫び。

▼奧谷会員 田中様、褒章おめでとうございます。

▼長竹会員　田中さん、おめでとうございます。

▼吉田会員　田中さん、おめでとうございます。早退。

▼宮川会員　還暦コンペお世話になりました。

▼児林会員　田中さん、藍綬褒章おめでとうございます。

笠井さん、濵岡さん、昨日お世話になりました。

▼野村会員　中西広美会員、ＳＡＡとしても例会に来て下

さい。田中さん、おめでとうございます。

▼西村会員　さあ！日本ダービーです！！

▼中西（広）会員　例会に出席出来ずに申し訳有りませ

ん。これからは、出来るだけ出席させて頂きます。田中さ

んおめでとうございます。写真有難う。

▼福田会員　田中さん、、また新しい称号得ましたね！

おめでとうございます！

▼幡田会員　いつもニコニコありがとうございます。良い

事が有りました。

▼相馬会員　田中さん、褒章おめでとうございます！

▼北野会員　何もないですけど、ニコニコです。

▼友田会員　田中さん、藍綬褒章大変おめでとうござい

ます。益々の活躍を祈ります。本日卓話、井川さん、田中

さん、よろしくお願いします。

▼曽家会員　還暦ゴルフ、大槻さん、大熊さん、お疲れ

様でした。

　　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

月

青少年奉仕月間

規定審議会
報告会

会員増強
セミナー

理事会

月 火 水 木 金 土 日

新旧合同
クラブ協議会

新旧合同
理事会

国際大会　（～5日）
（ドイツ・ハンブルク）月

ロータリー
親睦活動月間
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