
八尾ロータリークラブ　2018－2019年度　　　会長　山本　勝彦　　　幹事　澁谷　登志和

事務局　八尾市清水町1-1-6　八尾商工会議所２Ｆ
ＴＥＬ　072-991-2129　　ＦＡＸ　072-924-0010
URL　www.yaorc.com　　E-mail　 info@yaorc.com

例会日　毎週水曜日　午後０時30分－午後１時30分
例会場　八尾商工会議所３Ｆ
創　 立　1961（昭和36）年3月28日

国際ロータリー　第2660地区2018-2019年度

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」

vol.58
No.47

2019 6
19

 

　

●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「四つのテスト」

●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」　

　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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

　本日は鈴木ガバナー補佐にお越しいただいております。

ホームクラブの大阪南ＲＣ様には先日、当クラブのメンバーが

メークアップで訪問させていただき、大変勉強になりました。

ありがとうございました。

　また先週、越中八尾ＲＣから宮田会長をはじめ５名のメン

バーに来訪いただきました。宮田会長が「任期中にぜひ伺い

たい」とのご要望で、実は越中八尾様も我々と同じ例会日な

のですが、歴代会長にも了解を得て来られました。

　早速、宮田会長からお礼のお手紙をいただきましたので、

ご披露いたします。

　「先日は例会に出席させていただき、その節はあたたかく

お迎えくださり、ありがとうございました。八尾ＲＣ様の緊張感

ある例会や、活発な委員会活動に刺激を受けました。皆さん

のおもてなしに、感謝の気持ちでいっぱいです。当日は時の

たつのを忘れて、楽しませていただきました。皆様にはぜひ、

また越中八尾までお越しくださいませ」と、心のこもったお手

紙をいただきました。

　越中八尾ＲＣ様とは、今後も親睦を深めていきたいと思います。

　さて、本年度の例会も今日を含めて残り３回となりました。最

後までご出席を、よろしくお願いいたします。

第2822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

会　長　の　時　間



▼9日に地区インターアクトの新入生歓迎会と合同会

議が開催されました。

▼本日、大阪西南RCの50周年式典が開催され、松本

PGに出席いただきます。

▼鈴木　慶一・ガバナー補佐

　本日は新・旧年度のクラブ協議会におじゃまいたしまし

た。これが終われば、私もほぼ肩の荷が降りると思います。

エレクトの時から２年間、あっという間でしたが大過なく終

えることが出来そうです。これもひとえに、皆様にやさしく

接していただいたおかげと、感謝と御礼を申し上げます。

▼加茂　次也・ガバナー補佐エレクト

　鈴木ガバナー補佐の後についてこの１年間、各クラブを

訪問してまいりました。鈴木様と比べると、私は能力も知

識もございません。ただ私が倒れると、鈴木様がもう一年

ガバナー補佐をしなければならなくなりますので、そうな

らないように頑張ります。どうかご協力をよろしくお願いい

たします。

▼川村　健司　会員

　特集では「クラブ広報力」として、クラブの広報ツールの

実例などが紹介されています。また4月に開催されたRI規

定審議会の報告の記事もあります。採択された立法案が

掲載されていますので、よく読んでください。

　またRIでゾーンの変更が行われたほか、大阪城南の新

ローターアクトクラブ結成の記事などが掲載されています。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員長

　9日に地区のインターアクト新入生歓迎会が開催され、

当クラブからも田中・大槻・富田・曽家会員と私で参加し

ました。全体では270人が参加し、盛大に開催されました。

　今年度の事業はこれで終わりですが、次年度もよろしく

お願いいたします。

「活動報告」

▼SAA委員会・野村　俊隆　委員長

　例会場の設営をし、誕生月による座席指定を月１回程

度実施しました。いつもと違う人とも、お話しいただけたと

思います。

　ニコニコはできるだけおもしろい報告にしようと工夫し、

毎回、全員の報告を読むようにしました。

　ご夫人誕生日にはお米とおかきを、年次表彰にはロー

タリーのネクタイピンとタイタックをプレゼントしました。また

節目のお祝いは、ご本人に選んでいただけるようカタログ

ギフトにしました。

　副委員長の皆さんにはいろいろと助けていただき、あり

がとうございました。また会員の皆さんにもご協力をいた

だき、ありがとうございました。

▼会員増強委員会・児林　秀一　委員長

　外国籍や女性の会員の問題について、９月の例会で時

間を延長し、増強フォーラムを実施しました。また会員の

意識調査のアンケートも行いました。これらの問題につい

ては、70％以上の会員の賛成をいただきました。クラブの

規模については「70～80人程度が適正では」との意見も

ありました。

 今年度は4名が入会し、現在の会員数は62名、1名が退

会され、純増3名の予定です。

 力不足でありましたが、皆様のご協力いただき一年間務

めることが出来ました。ありがとうございました。

▼親睦活動委員会・菅野　茂人　委員長

　今年度は直前会長の立場ですが、親睦活動委員会の

委員長をさせていただき、親睦の良さを改めて感じました。

 初親睦旅行を7月の2週目に開催、狭山池の博物館を訪

そ の 他 の 報 告

ガ バ ナ ー 補 佐 ご 挨 拶

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

卓　　　話

幹　事　報　告



問しました。安藤忠雄さん設計のユニークな建築で、狭

山池が日本最古のダムである、ということも学びました。そ

の後、天王殿で食事を楽しみ、新年度への雰囲気が盛り

上がったと思います。

 秋の１泊親睦旅行では、三田で黒豆狩りを体験し、まつ

たけを食べました。また現地の酒蔵も見学しました。

　12月の忘年家族会は、新しくできたコンラッドホテルで

開催しました。奥様もたくさん参加していただき、新入会

員も頑張って盛り上げてくれました。

　春の親睦旅行は、伊勢を訪問しました。しまかぜには手

違いで乗れませんでしたが、伊勢志摩ライナーを利用し

ました。

　一年間、ご協力ありがとうございました。奉仕の力になる

親睦だと思いますので、これからもぜひ皆様のご参加を

よろしくお願いいたします。

▼プログラム委員会・田中　康正　委員長

　今年度は予算もたくさんいただきましたが、その分プ

レッシャーを感じながら、一年間務めてまいりました。皆さ

んが事業を考える際のヒントとなるような卓話の内容を、

心がけてまいりました。

　里親や中学校の現状、不登校問題など、次年度の事

業立案につながったものもありました。会長が所信でふれ

られた青少年への教育についても、こども食堂の取り組

みなどを紹介できました。

　また皆様の経営のヒントになればと、阪急電鉄やカプコ

ンからも卓話に来ていただきました。

　委員会メンバーからもいろいろと支援をいただき、一年

間のプログラムを組めたと思います。プログラム委員長を

やってみて、例会に来る意識が変わりました。一年間ご

支援いただき、ありがとうございました。

▼クラブ研修委員会・中西　啓詞　委員長

　委員会を11回開催し、会長や副会長、幹事にもご出席

いただきました。

　9月には入会3年未満の会員を対象に、新会員研修会

を開き、それ以外の会員も含め36名に参加いただきまし

た。講師を菅野・田中・野村会員にお願いし、ロータリー

活動や同好会活動などについて話していただきました。

　11月に炉辺会議を行い、28人に参加いただきました。

今年度の会長テーマについて活発な意見を交換し、懇

親も深めました。参加した方にも、大変良かったと思って

もらえたのではないかと思います。

　3月に新会員研修会を行い、19名に参加いただきまし

た。定款・細則について長竹会員に、シェルドンの功績

について飯田会員に話していただきました。既存会員も

改めて勉強することができ、価値ある研修会になったの

ではないでしょうか。

5月にはメークアップとして11名で大阪南ＲＣの例会に出

席しました。メークアップをしたことがない会員もおられ、

いろいろと勉強させてもらいました。

　5月の炉辺会議では「今年度を振り返って」ということで、

会員の皆さんが日頃思っていることなど、忌憚のない意

見を出していただきました。

　一年間、皆さんのあたたかいご支援、ご協力をいただき、

ありがとうございました。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員長

　今年度の海外研修では、台中を訪問しました。

　また今年度から、地区行事とは別に、金光八尾だけの

新入生歓迎を始めました。これまで行ってきた玉串川の

清掃活動がなくなるので、大畑山で清掃を行いました。

次年度も大畑山で行う予定ですので、皆様もぜひご参加

ください。

　なお来年8月は、金光八尾が海外研修の当番校に当

たっています。クラブとしてもバックアップしていきたいと

思っておりますので、ご協力をお願いいたします。

▼山本（勝）会長　鈴木ガバナー補佐様、加茂ガバ

ナー補佐エレクト様、例会後のクラブ協議会、よろしく

お願い申し上げます。

▼稲田副会長　鈴木ガバナー補佐様、加茂ガバナー

補佐エレクト様、ようこそおいで下さいました。クラブ協

議会もよろしくお願い致します。

▼柏木副会長　鈴木ガバナー補佐様、加茂ガバナー

補佐エレクト様、本日クラブ協議会よろしくお願いしま

す。活動報告の各委員長様よろしくお願いします。川

田さんお世話になりました。

▼澁谷幹事　鈴木ガバナー補佐様、加茂ガバナー補

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

5/29

6/5

6/12

会員数

62

62

62

出席

42

48

50

うち出席規定
適用免除者

12

16

16

メーク
アップ

1

出席率

80.77％

85.71％

89.29％

確定
出席率

82.69％

佐エレクト様、本日の新旧クラブ協議会、宜しくお願い

します。

▼松本会員　いつもお世話になってます。

▼中西（啓）会員　本日の卓話よろしく。

▼中川（將）・鼓呂雲・平尾会員　例会欠席お詫び。

▼中川（廣）会員　良い事が有ります様に。

▼井川会員　鈴木ＡＧ、加茂ＡＧＥ、クラブ協議会よろ

しくお願いします。

▼菅野・田中・吉田会員　本日卓話です。よろしくお

願いします。

▼笠井・濵岡会員　良い事が有りました。

▼松井会員　最終例会に森川先生の息子さんがオブ

ザーバー参加されます。宜しくお願いします。

▼長竹会員 菅野さん、お世話になりました。

▼野村会員　菅野さん、先日はありがとうございました。

長竹さん、長時間ありがとうございました。本日、卓話

よろしくお願いします。

▼西村会員　練習欠席、お詫び。

▼富田会員　6/9（日）インターアクト、信太山青少年

野外活動センターキャンプ場にて参加して来ました。

ティーンエイジャーのパワーを頂いて元気モリモリ

に・・・ありがとうございました。その日の夜は、山本勝

彦会長、大槻様お世話になり、ありがとうございました。

▼福田会員　２０年前のテニスボール、未開封のまま

頂きました。

▼相馬会員　遅くなりましたが、吉本さん、社長就任

おめでとうございます。

▼幡田会員　野村委員長、ＳＡＡ活動報告がんばって

下さい。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。

▼藤田会員　ご無沙汰しています。いつもニコニコあり

がとうございます。例会欠席お詫び。

▼北野会員　天王寺ロータリークラブとの第１回合同

ゴルフコンペ優勝出来ました。例会欠席お詫び。

▼友田会員　健康で暮らせますように。

　　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

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

初親睦会

褒章受章
祝賀会

月
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