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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「国歌」「奉仕の理想」

●ビジターの紹介

　越中八尾RC　会長　宮田明裕様

　会長エレクト　春田真心様

　村井豊久様・滝本満也様・吉田竜三様

●在籍表彰

会員特別表彰　

　在籍20年　菅野茂人会員

会員年次表彰

　在籍17年　稲田賢二会員

●お誕生日御祝い

　中島孝夫会員・中西啓詞会員・長竹　浩会員・

　相馬康人会員・竹原信二会員

●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　「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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

　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

　インターアクト委員会　吉田法功委員長

6/19「活動報告」

　出席委員会　新宮一誓委員長

　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

第2820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



　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

　早いもので、今年度も残り約１ヶ月となりました。本日は皆

様もご存知の冊子「抜萃の綴り」をご紹介します。

　先日、病院の待合室にこの冊子がずらりと並んでいました。

家に帰るとたまたま去年の冊子が出てきたので、これも何か

のご縁と思い調べてみると、この冊子の発行にはかなりの努

力が必要なことがわかりました。

　金庫で有名な広島のクマヒラさんが、実に78年間にわたり

発行を続けておられます。日経新聞に記事で紹介されたり、

ロータリーでも全国の各地区でガバナーが取り上げられたり

しています。本の中身は修養、青少年、職業奉仕、健康など

の項目にわかれています。熊平さんは３代目までが広島の

ロータリアンで、４代目は今、東京でロータリアンだそうです。

　現在、毎年45万部発行されているこの本の編集は、中国新

聞の元記者が担当しているそうです。掲載記事を選ぶため、

担当部署では毎朝、全国５大紙を全員で読むそうです。月

刊誌は20冊ほど購読され、宗教の専門誌もあるそうです。

　選定の基準は、生きることの喜びなどが書かれたもので、

いったん約300本が選ばれるそうです。その中から最終的に

掲載される約40本が決定されます。この40本に関しては掲載

の許可を得なければならず、これが大変な作業だそうです。

　出来上がった本は、全国のロータリークラブ2,300ヶ所のほ

か金融機関や学校、病院、警察、官公庁、自治体、海外も

131ヶ国に送られています。改めて知ってみると、本当に素晴

らしいものであることがわかります。皆さんもそれをよく理解し

た上で、ぜひ読んでみてください。

▼23日、金光八尾インターアクトのクリーンハイクに、会長は

じめ多数の皆様にご参加いただきました。

▼24日、八尾市内8クラブ交歓会が行われ、新旧の会長・幹

事で出席しました。

▼25日、次年度の会員増強セミナーが開催され、笠井・小

谷・吉田会員に参加いただきました。

▼また同日、大阪城南RCの50周年記念式典に、松本PGが

出席されました。

▼31日に八尾をきれいにする運動推進本部の会議が開か

れ、川田会員に出席いただきます。

▼来週からクールビズを実施いたします。

▼越中八尾RC担当委員会・小谷　逸朗　副委員長

　次週例会に、越中八尾RCから6名が出席されます。また同

日夜に、歓迎会を催します。ぜひ多数ご参加ください。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　次週の月曜日から、ここ八尾商工会議所の３階に、当クラ

ブの駅貼りポスターを掲示します。第1弾からの3種類を、1週

間ずつ貼らせていただきます。またご覧ください。

　そして当クラブのホームページを、改修することになりました。

できるだけ６月中に完成させる予定です。ご期待ください。

▼出席委員会・新宮　一誓　委員長

　6月26日の今年度最終例会は、100％出席を目標にしたい

と思います。ふだんあまり見かけない、仲の良いメンバーが

おられましたら、ぜひお声がけいただければありがたいです。

▼クラブ研修委員会・長竹　浩　副委員長

　本日6時から、かにのやまとで炉辺会議を行います。また各

グループのリーダーの皆様、よろしくお願いいたします。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員長

　23日に大畑山で、金光八尾高校インターアクトクラブの新

入生歓迎会を開催しました。会長をはじめたくさんのご参加、

ありがとうございました。来年以降も開催する予定です。

▼次年度社会奉仕委員会・川田　隆　委員長

　6月5日午後６時より、次年度の社会奉仕委員会を開催しま

す。対象の方はご参加をお願いいたします。

▼ゴルフ部・大槻　恭介　部長

　金曜日に大阪天王寺RCのゴルフ部と、親睦コンペを開催

します。

「子ども食堂について」

▼笠井　実　会員

　浦上様は９月にNPO法人「輝」を立ち上げられる予定で、八

尾RCも支援しようということで、地区にも補助金を申請してい

ます。　皆さんもぜひご支援をいただければと思います。

▼子ども食堂 夢うらら ほっとステーション・

　　　浦上 弘明 様

　いつも田中会員といっしょに子ども食堂を実施しており、来

月12日で３周年になります。毎年ご支援をいただいており、

ありがとうございます。改めてお礼申し上げます。

　子ども食堂は現在、ボランティア30～40名が熱い思いで

会　長　の　時　間

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



やってもらっています。調理スタッフは10～15名で、昼の２時

から仕込みをしてくださいます。子どもを待つ人もいますが、

高齢の方は子どもが来る前に帰る方もおられます。その後に

はまた別の人が登場し、子どもたちと食事をします。

　おかげさまでここまで継続してくる

ことが出来ました。これは必ず、子

どもたちの成長につながると思いま

す。最初は何もしゃべらなかった子

も、参加しているうちに「いただきま

す」「ごちそうさま」そしてお世話に

なった大人に「ありがとうございました」が言えるようになってき

ます。

　今、家庭ではなかなか教育ができない中で、それを地域で

教えていくことも大事だと思っています。子どもたちには「あた

たかい居場所があるよ」ということで参加を呼びかけています。

　中学生は15人ぐらい来てくれているのですが、小学生も

もっと来てほしいと思っています。家庭がしんどい子や、生活

保護受給世帯の子もいます。子どもたちは最初は申し訳なさ

そうにしているのですが、だんだん笑顔が出てくるようになり

ます。それが私たちのやりがいにもなっています。

　子どもたちにとっては、友達とあたたかいごはんが食べられ

ることが、心の安定につながります。地域のおじさん、おばさ

んと関われることも大切です。小学生は早めに帰りますが、

中学生だけは９時まで勉強しています。クラブ活動が終わっ

てから食事をして、勉強して帰ります。

　数学や英語など、私の専門科目ではありませんが、勉強の

仕方を教えてあげるだけでも、子どもたちは喜んでくれます。

また学習支援をしてくれる大人の側にとっても、やりがいの場

になっています。

　こうした活動を、今後も続けていきたいと思っております。ど

うぞ引き続き、ご支援をよろしくお願いいたします。

　そしてもう一つ、不登校の問題があります。

　今、不登校の定義は年間200日あまりのうち、30日以上欠

席した場合で、全国の小・中で14万4000人います。高校生も

5万人います。不登校や引きこもりが続き、就職もできない人

も多くいます。

　かがやき（市生涯学習センター）にパソコンを持って毎日来

ている中学生がいたので一度、声をかけてみました。中学３

年生だと言うので進路を聞くと、通信制の高校に行きたいと

言います。実は不登校の子は、内申書に成績の表示がない

のです。これは大きな問題です。

　結局彼は頑張って桃谷高校に合格しました。そして今、子

ども食堂でボランティアをしてくれています。

　先生に叱られたことがきっかけで、学校へ行けなくなる子も

多くいます。学校に来させる努力も必要ですが、叱った先生

が家庭を訪問しては逆効果ですので、いろんな気配りも必要

になってきます。

　フリースクールやNPOに行っても、今は出席にはカウントさ

れません。しかし国も２年前に方針を変えて「無理して学校へ

行かなくてもいいよ」という法律を成立させました。教育機会

を確保するための法律です。「学校に行かなくていいのか」と

の物議をかもしていますが、一方で「学校以外に今ないのな

ら、そういう学びの場をつくりなさい」ということになりました。

　ICTで自宅で学習すれば、出席のカウントもされるようになり

ました。これを八尾にも導入していきたいと考えています。不

登校ゆえに、将来に不利益が及ばないようにしてあげたいと

願っています。「こちらから資料を提供するので、子どもの評

価をしてあげてほしい」と市長にもお願いするつもりです。リノ

アスの７階で始めます。

　ただし、パソコンだけでは人間はできません。いろんな社会

体験も当然必要です。ですので、いろんなイベントも提供し

ていきたいと考えています。野外活動やボクシングなどいろ

んなことを行い、その成果を学校にも報告したいと思っていま

す。

　ロータリーの皆様には、そうした機会の提供もお願いしたい

と思います。いろんな企業で、製造の体験などもおもしろいと

思います。私は死ぬまで子どもたちのために頑張っていきた

いと思っておりますので、ご支援をよろしくお願いいたします。

▼山本（勝）会長　浦上様、本日の卓話、よろしくお願い致し

ます。濵岡様、送り迎え誠にありがとうございました。

▼稲田副会長　浦上さん、本日卓話よろしくお願い致します。

昨日、中西さん、新宮さんの引率で大阪南ＲＣにメーキャップ

に行って来ました。お疲れ様でした。

▼澁谷幹事　良い事が有ります様に。浦上様、卓話宜しくお

願いします。

▼中西（啓）会員　本日の炉辺会議をよろしく！例会欠席お

詫び。

▼寺坂・中川（將）・宇野・平尾会員　例会欠席お詫び。

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

5/15

5/22

5/29

会員数

62

62

62

出席

51

41

42

うち出席規定
適用免除者

18

12

12

メーク
アップ

0

出席率

87.93％

78.85％

80.77％

確定
出席率

87.93％

▼池尻会員　浦上様、本日卓話よろしく御願いします。佐野

さん、昨夜お世話になりました。

▼中川（廣）会員　例会欠席お詫び。ネクタイお詫び。

▼田中会員　浦上会長、本日卓話宜しくお願いします。

▼濵岡会員　バッジ忘れ。

▼松井会員　痛風がなおりません！なんのぜいたくもしてな

いのですが。

▼長竹会員 本日、炉辺会議宜しくお願い致します。

▼吉田会員　先日、金光八尾高校インターアクト新入生歓迎

会ありがとうございました。早退お詫び。

▼野村会員　浦上さん、フェイスブックいつも拝見しています。

本日卓話よろしくお願いします。最近、仕事でネクタイをほと

んどしめないので、ネクタイ忘れてしまいました。すいません。

▼西村会員　野球部練習、欠席お詫び。

▼富田会員　これから毎日暑くなりますネ！！体調管理しっ

かりして下さい！！いつもニコニコありがとうございます。例会

欠席お詫び。

▼福田会員　幡田会員、よく考えて下さい。

▼相馬会員　池尻さん、ポスター掲出にお力添えいただき、

有難うございました。

▼幡田会員　良い事が有ります様に。いつもニコニコありがと

うございます。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

日時：２０１９年５月２９日（水）

承認事項

1.新入会員の件（倉内様・鍋島様）

2.佐々木名誉会員の正会員へ変更の件

持ち回り理事会議事録

大阪南RCへメークアップ

今後の予定
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

月 火 水 木 金 土 日

理事会

月
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