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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「それでこそロータリー」

●ゲストの紹介　　森川充康様

●ビジターの紹介

ＲＩ２６６０地区ガバナー 山本博史様（大阪南RC）

●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　「１年を振り返って」

　　　山本　勝彦　会長

　　　福田隆教副幹事・澁谷登志和幹事

●閉会　「点鐘」

●槌の引継ぎ

■卓話予告

7/3　「会長所信表明」笠井　実会長

7/10　「活動計画」

　クラブ管理運営委員会　小谷逸朗副会長

　職業奉仕委員会　西村　衛委員長

　社会奉仕委員会　川田　隆委員長

　国際奉仕委員会　児林秀一委員長

　青少年奉仕委員会　田中康正委員長

7/17　「活動計画」

　ＳＡＡ委員会　稲田賢二委員長

　会員増強委員会　中川廣次委員長

　親睦活動委員会　山本勝彦委員長

　クラブ研修委員会　野村俊隆委員長

　インターアクト委員会　曽家清弘委員長

　ロータリー財団委員会　北野和男委員長

7/24　　「活動計画」　　

　出席委員会　大槻恭介委員長

　プログラム委員会　長竹　浩委員長

　クラブ広報委員会　新宮一誓委員長

　越中八尾ＲＣ担当委員会　澁谷登志和委員長

　米山委員会　松井良介委員長

　クラブ戦略計画委員会　居相英機委員長

第2823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



　先週の活動報告にもありましたが、当クラブが支援して

おりますこども食堂が、先週で３周年を迎えたそうです。

当初は手探りのスタートだったようですが、今では八尾市

内だけでも20ヶ所以上が運営されているとのことです。

　それだけ需要があるのでしょうが、それは反対に少し悲

しい状況でもあると感じます。果たしてこのままでいいの

でしょうか。私たちも考えていかねばなりません。

　私はこれまでなかなか都合がつかず、先週初めてうか

がったのですが、ボランティアの方々が15名程度もおら

れました。毎月２回、調理から配膳までされています。ま

たパン屋さんはパンを、コンビニの店主はアイスクリーム

を提供するなど、持ち寄りで運営されています。

　当クラブの田中会員も中心的な存在として活動されて

おり、夜遅くなる子どもたちを自宅まで送ってあげたりもし

ているそうです。

　訪問時にしゃべらせていただく機会がありましたので

「あなたたちはこれからの日本の宝なのですよ」と、お話し

させてもらいました。

　クラブからも引き続きのご支援をお願いするとともに、皆

さんも一度、現場をご覧いただけば状況がよくわかると思

います。

▼先日、こども食堂に会長他で訪問しました。

▼21日にＩＭ第４組の新旧会長幹事会が開かれ、新

旧の会長・幹事で出席します。

「活動報告」

▼出席委員会・新宮　一誓　委員長

　今年度の出席率はだいたい70％台後半から80％台前

半で推移し、年間の平均は約84％です。昨年度より、微

増の数字です。

　また先日は、メークアップ体験として大阪南ＲＣの例会

へ11人で訪問しました。私もメークアップは初めての体験

でしたが、とても勉強になりました。

　そして次週は、出席率100％に挑戦したいと思いますの

で、ご協力をよろしくお願いいたします。長く欠席されて

いる方には、仲の良い方がおられたらお声をかけていた

だけるとありがたいです。また、万一欠席される場合は、

メークアップをお願いいたします。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　委員会は計３回開催し、担当の柏木副会長や会長・幹

事にもご出席いただきました。

　まず会員への情報提供ということで、会報を発行しまし

た。会報は例会や卓話のおさらいとして勉強になりますの

で、皆様もご一読ください。

　また「ロータリーの友」の紹介も行いました。その月の主

要記事を紹介しました。新入会員の皆さんにも発表して

いただき、ありがとうございました。

　次にMyRotaryへの登録ですが、地区の目標である

65％を越え、74.19%に達しました。

　このほか会員増強にも役立てるため、名刺にQRコード

を印刷しました。そしてクラブ紹介動画を更新し、山本会

長のインタビューを収録しました。

　さらに一般市民への広報として、駅へのポスター掲出を

おこないました。昨年10、11月に2回行い、今年４月にも

第3弾を実施しました。使用しましたポスターは現在、ここ

商工会議所に掲示いただいております。駅で見てくれて

いる人や、関係団体などで声をかけてくださる人もたくさ

んおられ、反響が大きかったのではないかと思います。

　そしてWEBサイトの全面刷新にも取り組んでおり、今月

中をめどに完成する予定です。このほか会員名簿の作成

と配布、ロータリー賞の申請、委員会業務マニュアルの作

成などを行いました。

　駅貼りポスターは、私自身にとっても大きな成長の糧と

なりました。特にデザインについては、わざと違和感を

狙ったものにしましたが、皆様に認めていただき、実現す

ることができました。初めての委員長で不慣れな中、後押

ししていただいた皆さんに感謝申し上げます。

▼越中八尾RC担当委員会・濵岡千寿郎委員長

　2月27～28日、越中八尾ＲＣの例会に小谷・児林会員と

私の３人で出席しました。このときは、新酒の利き酒会を

されていました。

　また３月には会長・幹事と宮川会員が先方の例会に出

席いただきました。

　そして今月5日には、越中八尾ＲＣのメンバーが、八尾

卓　　　話

幹　事　報　告

会　長　の　時　間



ＲＣの例会にお越しくださいました。当日の夕方からは八

尾ＲＣの28人と合計34人で、食事と懇親を楽しみました。

　ご協力いただいた皆さんに、お礼申し上げます。ありが

とうございました。

▼ロータリー財団委員会・飯田　寛光　委員長

　今年度はロータリー財団の年次基金について、皆様の

ご協力をいただき150ドルの地区目標を達成しました。実

績は約156ドルです。

　またポリオプラス基金についても50ドルの目標に対し、

実績は63ドルと達成できました。

　そしてベネファクター１人輩出については、居相会員に

ご協力いただきました。ベネファクターは、ＲＩでは１人１回

限りの表彰ですが、地区では次年度から複数回の表彰も

してくださるそうです。

　皆様、ありがとうございました。

　11月のロータリー財団月間には、卓話をしました。ロー

タリー財団や補助金について、またグローバル奨学生な

どについてご説明しました。

　２月の平和と紛争予防／紛争解決月間には、グローバ

ル奨学生のバッティー亜夢斗さんに卓話をしていただき

ました。彼はとてもしっかりした方で、卓話も好評でした。

私は今年度で地区ロータリー財団委員会への出向を終

了しますが、彼との出会いが一番の思い出です。

　本日の卓話に備え先日彼にメールを送ったところ、返

信がありましたのでご紹介します。

　先週に遅ればせながらのゴールデンウイークのような休

暇をとることができ、トルコやレバノンなどに出かけてきま

した。

　化学兵器禁止機関（OPCW）に勤務していますが、職場

の環境はとても良いです。会議に出席し、その内容を東

京の外務省に報告したりしています。仕事の責任は重い

ですが、やりがいもあります。

　私の主な担当はシリアですが、各国の政治的な思惑も

からみ、なかなか成果につなげるのは難しいです。

　先週、日本のタンカーが襲撃された報道があり「誰の仕

業か」という話題になっていますが、あくまでも中立な立

場で対処することが重要だと思います。紛争の予防にな

るシステムの構築に貢献できれば、と思っています。

　彼は今、中東で若きエリートとして活躍しています。ロー

タリーの支援を受け、国際社会で活躍しています。

▼米山委員会・幡田　賀紀　委員長

　アメリカから米山奨学生のマクドナルド・ミカエラ・マリさ

んを迎え、カウンセラーは坂本会員にお願いしました。

　まず上本町で歓迎会を開き、７月には地区の米山総会

にも参加しました。ここにはかつて当クラブで支援した三

宅君も出席していました。

　10月は地区のレクリエーションで、宝塚歌劇を鑑賞しま

した。ミキさんも感動したそうです。

　２月には歓送会が行われました。修了式ではミキさんも

かなりしっかりしてきた印象でした。

　３月には感謝祭が開催されました。

　また当クラブでは、例会後に英会話教室を３回開催しま

した。たくさん参加していただき、ミキさんも喜んでいまし

た。

　そして最後には、送別会を盛大に開催しました。

　坂本会員にはミキさんの支えになっていただきまして、

ありがとうございました。

▼クラブ戦略計画委員会・居相　英機　委員長

　この委員会は本年度で、４年目を迎えます。村本会長

年度から始まり、来年度の笠井会長年度でいったんの区

切り、ということになります。

　中長期にわたるクラブ運営の課題を複数年度に渡り検

討していく委員会です。毎回、議事録をとっていただき、

記録を残していくようにしています。

　また、新入会員のカウンセラーを、会長経験者の方々

にお願いしました。

　八尾ＲＣはもうすぐ60周年ですし、クラブを少しでも良く

していこうと思っております。本年度はありがとうございま

した。そして次年度も、ご協力をよろしくお願いいたします。

▼山本（勝）会長　活動報告、よろしくお願い致します。

新潟地震、お見舞い申し上げます。

▼稲田副会長　良い事が有ります様に。

▼柏木副会長　本日活動報告される委員長の皆様、

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

6/5

6/12

6/19

会員数

62

62

62

出席

48

50

42

うち出席規定
適用免除者

16

16

13

メーク
アップ

1

出席率

85.71％

89.29％

79.25％

確定
出席率

87.50％

卓話よろしくお願いします。長竹さん、曽家さんお世

話になりました。少し良い事がありました。

▼澁谷幹事　あと、２回で終わりです。もう少しガンバリ

ます。

▼佐野会員　ギックリ首になりました。佐々木先生のお

世話になり、徐々に治っています。

▼坂本会員　山本会長、幹事、役員の皆様、一年間

ご苦労様でした。

▼中川（廣）会員　バッジ忘れ。

▼笠井会員　良い事が有りました。

▼濵岡会員　本日、卓話よろしくお願いします。

▼新宮会員　1年間、出席委員会への御協力ありがと

うございました。本日卓話宜しく御願いします。

▼野村会員　ＳＡＡ委員会の皆さん、打上げに参加し

ていただき、ありがとうございました。

▼西村会員　本日、次年度職業奉仕委員会を開催致

します。宜しくお願いします。

▼富田会員　次週6/26（水）今期最終例会100％目指

して頑張りましょう！！カモ鍋、カモサシ、美味でござ

いました。ありがとうございます。

▼福田会員　今期も残りあと2回の例会になりました。

本日もよろしくお願いします。

▼幡田会員　いつもニコニコありがとうございます。よ

いことがありました。バッジ忘れ。

▼相馬会員　本日、活動報告です。よろしくお願いし

ます。

▼藤田会員　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６月１９日（水）

承認事項

1.新入会員の件（三木様）

2.八尾河内音頭祭り協賛の件

持ち回り理事会議事録

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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