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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「我らの生業」

●ビジターの紹介

ガバナー補佐　鈴木慶一様（大阪南RC）　

ガバナー補佐エレクト　加茂次也様（東大阪RC）

●出席報告

●ロータリーの友紹介　竹原信二会員

●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」　

　　　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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

　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

　６月はロータリー親睦活動月間です。その親睦月間に越中八

尾ＲＣの皆様が来てくださって、うれしく思います。また今夜、ゆっ

くり親睦を深めたいと思います。今年は2月、3月と向こうでもお世

話になりました。

　月信でガバナーが書かれていますが、親睦だけで終わっては

だめで、そこから人間関係を作って自己研鑽をつみましょう、との

ことです。皆様もぜひ、読んでください。

　ところで当クラブの山口会員と田中会員が藍綬褒章を受章され

ましたので、7月24日にクラブの会員だけでお祝いをしたいと思
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います。笠井会長エレクトとも相談し、シェラトン都ホテルで計画

しております。皆様、ご出席いただければ幸いです。

　また次年度の親睦活動委員長としてですが、7月10日に初親睦

会を予定しております。和泉市の美術館を訪問後、関空前のホ

テルの53階で食事をします。笠井年度最初の事業ですので、多

数のご参加をお願いいたします。

▼5月31日、八尾市をきれいにする運動推進本部の会議

に、川田会員に出席いただきました。

▼９日に地区インターアクト新入生歓迎会と合同会議が

開かれ、吉田・大槻・富田・曽家会員に出席いただきます。

▼次週例会後に、ガバナー補佐をお迎えして新旧合同

のクラブ協議会を開催します。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼次年度の親睦活動委員会より、7月10日初親睦会のご

案内を回覧します。多数のご参加をお待ちしております。

▼越中八尾ＲＣ・宮田　明裕　会長

　私が会長の任期中にぜひ八尾ＲＣ様

を訪問したいと思い、本日５名でおじゃ

まいたしました。あたたかい歓迎をいた

だき、ありがとうございます。

　昨年度の50周年記念式典には、多数の皆様がご臨席

いただきまして、ありがとうございました。また今年3月にも

山本会長がお越しいただき、卓話もしていただきました。

　これからも八尾ＲＣ様のバナーに込められた思いのよう

に、和気あいあいと友好関係を続けていければ幸いです。

これからもよろしくお願いいたします。

▼クラブ研修委員会・中西　啓詞　委員長

　先週に炉辺会議を開催し、多数の皆様にご参加いただき

ました。今年度を振り返って、今後のロータリーに望むことを

テーマに、活発な意見交換をしていただき、大変有意義な会

議となりました。それではその結果を、各グループのリーダー

から報告していただきたいと思います。

小谷　逸朗　会員　全員参加の行事をもっと増やしては

どうか、奉仕が単年度なのが残念、クラブの規模が大き過ぎ

るのも問題があるのでは、といった意見が出されました。また、

若手会員より「ベテラン会員と、もっとゆっくり話してみたい」と

いう意見もありました。

西村　衛　会員　もう少し出席を重視すべき、会員への

声かけも必要、社会をもっと良くしようという意識が必要、イン

ターアクターやローターアクターには少し過保護すぎるので

は、若手や中堅の会員を育てる意識が大切、そして何よりRC

を愛する気持ちが大事、という意見が出されました。

吉田　法功　会員　現状に肯定的な意見が多くありまし

た。会員数は適正規模ではという意見のほか、それでも増強

は必要、退会防止も重要、委員会でもっと懇親を深めては、

欠席時にもっとメークアップすべき、などの意見がありました。

先日の大阪南ＲＣへのメークアップも概ね好評でした。

新宮　一誓　会員　増強について、量より質にこだわる

べき、という意見もありました。また外国人や女性の会員につ

いても、意見交換しました。アンケートなどを実施しても、総

括のプロセスが会員に伝わっていないと感じる、一度試して

修正してみることも必要では、といった意見も出されました。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　今週月曜より、駅に掲示したポスターの第1弾を商工会議

所に掲出していただいております。１週間ごとに第3弾まで掲

示していただけますので、ぜひご覧ください。

▼越中八尾RC担当委員会・小谷　逸朗　副委員長

今夜、越中八尾ＲＣの皆様の歓迎会を行います。ご参加くだ

さい。また本日、越中八尾様からお土産をいただいておりま

す。お召し上がりください。

▼出席委員会・新宮　一誓　委員長

今月26日の今年度最終例会を、100％例会としたいと思いま

す。皆様で他メンバーにもお声かけください。また、どうしても

出席できない場合は、メークアップをお願いいたします。

▼吉田　法功・次年度幹事

　本日例会後、新旧合同の理事会を開催します。

▼ゴルフ部・大槻　恭介　部長

　先週、大阪天王寺ＲＣとの親睦コンペを開催しました。参加

費から一部を、ポリオ・プラスへ寄付させていただきました。

「活動報告」

▼クラブ管理運営委員会・稲田　賢二　副会長

　会員増強委員会では児林委員長のもと、４名の新入会員を迎

えることができ、うれしく思います。

　出席委員会では、例会の出席率が上がったと聞いております。

またクラブ研修委員会と合同で先週、大阪南ＲＣへメークアップ

に行っていただきました。最終例会は100％をめざして、ご協力を

そ の 他 の 報 告

ビ ジ タ ー ご 挨 拶

卓　　　話
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お願いいたします。

　親睦活動委員会には初親睦会、忘年家族会、秋と春の親睦旅

行と、お世話になりました。越中八尾ＲＣ担当委員会では2月と3

月に越中八尾様へ訪問し、また本日は例会に来ていただきまし

た。今夜の懇親会も、よろしくお願いいたします。

　今年度は２人の副会長でしたが、柏木副会長がいたおかげで、

なんとか一年が終わろうとしています。また各委員長には、お世

話になりました。私自身は皆様からたくさんの助言などをいただ

いて、とても勉強になりました。一年間ありがとうございました。

▼クラブ管理運営委員会・柏木 武生宜　副会長

　稲田副会長と、２人で分担してまいりました。私は３つの委員会

を担当しました。

　クラブ研修委員会では、中西（啓）委員長のもとで積極的に活

動していただきました。11回も委員会を開催し、他の委員会とも

協力していただきました。会員増強委員会とフォーラムを開催し、

出席委員会と大阪南ＲＣへメークアップに行っていただきました。

新入会員研修に加え、炉辺会議も２回開催していただきました。

　次にクラブ広報委員会では相馬委員長のもと、My Rotaryにつ

いては、74.19％にまで登録率を上げていただきました。またクラ

ブのホームページや八尾ＲＣの紹介動画を更新していただきまし

た。そして駅貼りポスターに取り組んでいただきました。これは外

部でも非常に評判が良く、ロータリー賞の受賞にも寄与しました。

　プログラム委員会は田中委員長のもと、毎週で大変ですがプロ

グラムを組んでいただきました。子ども食堂や里親など、青少年

問題も積極的に取り上げていただきました。

　私は何も出来ませんでしたが、各委員長が素晴らしい方たちば

かりで、私も何とか一年、務めることできたと思います。一年間、

ありがとうございました。

▼職業奉仕委員会・山陰　恭志　委員長

　会員の皆さんがどのような事業をしているのかを知りたい、とい

う声をいただき、クラブ企業訪問ということで実施しました。

　笠井会員と鼓呂雲会員にご協力をいただき、笠井産業様とエ

アロラボインターナショナル様を見学させていただきました。

　参加された皆さんは、自分の業界とは違う他業種を見学するこ

とで、刺激を受けられていたと思います。

▼社会奉仕委員会・松井　良介　委員長

　志紀中学の２年生を対象に、職業体験ということで会員企業に

もご協力いただき、実施いたしました。中学生が、将来の進路を

考える一助になったのではないかと思います。

　秋にはフィリピン・セブ島の貧困層支援ということで、誰でもヒー

ローという取り組みから現地の子どもたちを日本へ招くことができ

ました。この子たちにとって日本での体験は、一生の宝物になる

はずです。そしてこの子たちが大きくなれば、きっと支援の輪をさ

らに広げてくれると思います。またこうした貧困層からリーダーが

出てくれば、国も発展していくのではないかと思います。さらに、

日本とフィリピンの架け橋にもなってくれると期待しています。

　続いて、今年も年末年始にイルミネーション事業を行いました。

点灯式は子ども食堂の子どもたちも招待し、盛大に開催しました。

街を明るく、ということで市民の皆様に喜んでもらえたと思います。

　このほか、地区の研修で卓話されていたホームレス支援団体の

方に、クラブにも卓話にも来てもらいました。とても勉強になったと

思います。事業にご参加、ご協力いただきました皆様に、感謝と

お礼を申し上げます。ありがとうございました。

▼国際奉仕委員会・小谷　逸朗　委員長

　11月に台北東ＲＣへ公式訪問を行いました。49年の友好関係

に基づき、さらに親交を深めました。

　またセブ島の教育機関への支援ということで現地を訪問し、昨

年末には現地から子どもたちが来日しました。こちらでは金光八

尾高校にも訪問してもらいました。

　イーストホノルルＲＣとは青少年交換事業を企画しましたが、両

クラブの都合が合わず、実現できませんでした。サンタマリアＲＣ

とは共同事業を提唱しましたが実現できず、今後の課題となります。

▼青少年奉仕委員会・大槻　恭介　委員長

　8月に教育委員会のリーダー研修に協力しました。今年度は

小・中の２部制で実施しました。学校でリーダーとして活躍できる

ように、主体性を育むプログラムを行いました。今年からは小学

生にも研修を行いましたが、中学生より小学生の方が一生懸命

取り組んでいた印象でした。

　曽爾高原の「自然の中で」にも参加、協力しました。不登校など

の子どもが家庭を離れ共同生活を行うことにより、社会生活に適

応できるようにするものです。参加者が一人でも登校するきっか

けになれば、と思います。

　また子ども食堂へも参加、協力しました。見学に訪れましたが、

田中会員をはじめたくさんのボランティアが活動されていました。

子どもたちの笑い声があちこちで聞こえていたのが印象的でした。

子どもたちの居場所や、学習支援など教育の場として活用されて

います。

　インターアクトでは７月に玉串川の清掃を行いました。８月には

海外研修で、私も参加して台中を訪問しました。今でも現地のイ

ンターアクターとＳＮＳでつながっている生徒もいるそうです。この



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

5/22

5/29

6/5

会員数

62

62

62

出席

41

42

48

うち出席規定
適用免除者

12

12

16

メーク
アップ

1

出席率

78.85％

80.77％

85.71％

確定
出席率

80.77％

ほか９月に金光八尾高校の文化祭、２月に卒業式、４月には入

学式と、できる限りの参加をさせてもらいました。

　一年間、ありがとうございました。

▼越中八尾ロータリークラブ様

▼三木由貴男様　本日、例会見学させて頂きます。よろしく

お願い致します。

▼山本（勝）会長　越中八尾ＲＣ宮田会長、春田エレクト、村

井副会長、滝本会員、吉田会員、遠路はるばる、ようこそお

いで下さいました。後程、親睦を深めましょう。

▼稲田副会長　越中八尾ＲＣの皆様、ようこそおいで下さい

ました。懇親会もよろしくお願い致します。在籍内祝い。

▼柏木副会長　例会欠席及び炉辺会議欠席お詫び。本日

卓話よろしくお願いします。佐々木先生、お世話になりました。

▼澁谷幹事　越中八尾ＲＣ宮田会長はじめメンバーの皆様、

ようこそ。三木様ようこそおいで下さいました。ごゆっくりおす

ごし下さい。

▼佐々木名誉会員　バッジ忘れ。例会欠席お詫び。

▼中島会員　誕生内祝い。

▼中西（啓）会員　先日の炉辺会議ご参加頂き有難うござい

ました。越中八尾の皆さん、ようこそお越し頂きました。誕生

内祝い。

▼中川（廣）会員　三木さん、よくおいでくださり有難うござい

ました。ご夫人誕生日。

▼菅野会員　あっという間の２０年でした。もう少し頑張ります。

在籍内祝い。

▼宇野会員 良い事が有るように。ニコニコありがとうございます。

▼吉本会員　相馬会員、お世話になりました。

▼田中会員　５月３０日に法務省、本局にて藍綬褒章受章致し

ました。引き続き皇居に参内し天皇陛下に拝謁の栄誉とともにお

言葉を賜わり感激の極みでございました。

▼濵岡会員　越中八尾の皆様、本日は遠路お越し頂き、誠

に有難うございます。どうぞごゆっくりなさって下さい。

▼松井会員　卓話、宜しくお願いします。

▼山陰会員　吉本さん、社長就任おめでとうございます。ご

夫人誕生日。

▼長竹会員 越中八尾の皆様ようこそ。誕生内祝い。

▼吉田会員　6/9地区インターアクト新入生歓迎会に行って

きます。

▼宮川会員　越中八尾の皆様お忙しい中、来阪して頂きあり

がとうございます。

▼野村会員　残り１ヶ月となりました。皆さん、思い残すことの

ないよう、ニコニコにご協力よろしくお願いします。バッジ忘れ。

▼西村会員　とても小さな良い事が有りました。

▼富田会員　皆様に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。

▼曽家会員　例会欠席お詫び。

▼相馬会員　山本会長、柏木副会長、澁谷幹事、そして広

報委員会の皆様、委員会に参加して頂き有難うございました。

誕生内祝い。

▼幡田会員　最終月となりました。ラストスパートです。ニコニ

コ宜しくお願い致します。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

ニ　コ　ニ　コ　箱

日時：２０１９年６月５日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告

3.春の親睦旅行収支報告書の件

4.クラブ会員企業訪問の件

5.「交通事故をなくす運動」八尾市推進

本部委員の件

6.地区ローターアクト委員会（児林秀一

会員）出向の件

7.2019年度決議審議会上程案承認の件

8.退会（幡田賀紀会員）の件

理事会議事録
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