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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「我らの生業」

●ゲストの紹介　　相楽　史郎様

●ビジターの紹介

　　大阪フレンドＲＣ　直前会長　山本富造

●表敬訪問ご挨拶

　　大阪フレンドＲＣ　会長　高田　利美様

　　　　　　　　　　　　　幹事　西垣　浩様

●出席報告

●お誕生日御祝い

　坂本憲治会員（喜寿）

　井川孝三会員・菅野茂人会員・川田　隆会員・

　西　秀樹会員・北野和男会員・大橋裕之会員

●ロータリーの友紹介

　　　クラブ広報委員会　新宮一誓委員長

●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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

　プログラム委員会　長竹　浩委員長

　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

　本日、表敬訪問でお越しいただきました各クラブの皆様、ご
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ゆっくりなさってください。後ほど卓話でたっぷりお話しさせて

いただきますので、会長の時間はこのへんで失礼いたします。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼5日に八尾東ＲＣ、9日に大阪柏原ＲＣ、八尾中央ＲＣへ

それぞれ表敬訪問します。会長・幹事で出席してまいります。

▼ロータリーの友6月号に掲載されていましたが、100周年

記念のバッジが販売されます。地区一括で購入しますので、

届き次第お配りいたします。

▼鍋島　圭太　会員

　伊豆田の鍋島と申します。これから、よろしくお願いいた

します。

▼倉内　雅寛　会員

　税理士をしております、倉内と申します。今後ともよろし

くお願いいたします。

▼大阪柏原ＲＣ・伊谷 祐一 会長・大谷 隆英 幹事

　当クラブは本年度、50周年を迎えます。未熟ながら会長

を務めさせていただきます。3月29日には記念式典を開

催しますので、その節はよろしくお願いいたします。

▼八尾東ＲＣ・長尾 穣治 会長・辻田 摂 幹事

　会員数は現在、27名です。9月にあと2名の入会が見込

まれていますが、数年後の50周年には35名を目指して頑

張ります。野球でもお世話になっておりますが、今後もよ

ろしくお願いいたします。

▼八尾中央ＲＣ・露原 行隆 会長・中井 敬和 幹事

　昨日、初例会を終えました。小中学校の先輩である幹

事に助けられながら、務めてまいります。早速8月27日に

は教育フォーラムとして、被爆バイオリンの演奏を行いま

す。お時間ございましたらぜひ、ご参加ください。

▼親睦活動委員会・澁谷　登志和　副委員長

　次週例会後、初親睦会を開催します。まだ席が空いて

いますので、ご都合つく方はお申し出ください。

▼野球同好会・田中　康正　主将

　6月30日に甲子園で神戸灘RCと対戦予定でしたが、残

念ながら雨で中止となりました。これからも打倒八尾東RC

様を目標に、頑張って練習します。

　前日29日の前夜祭には13名で参加し、参加した14クラ

ブがそれぞれの事業などを紹介しました。当クラブは青

少年奉仕の不登校対策としてリノアスで行う取り組みを説

明したところ、早速2クラブから「参加したい」との申し出が

ありました。野球から奉仕へとつながりました。

「会長所信表明」

▼笠井　実　会長

　2019-20年度の会長に就任いたしました。

理想とするロータリーライフが実現できるよう

誠心誠意務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

　今年度のＲＩ会長テーマは「ロータリーは世界をつなぐ」です。若い

会員に門戸を開くなど、提唱されていることにも積極的に取り組んで

いきたいと思います。

　8月28日にはナイト例会として、19～20時に時間を変更して例会を

開催したいと思います。地区からポリオに関する卓話をしていただく

予定で、奥様はじめご家族もどうぞご参加ください。インターアクター

らもお招きする予定です。当日はテーブルクロスをなしにするなどで

食事代を１人あたりで700円程度抑え、その金額をポリオ撲滅へ寄付

したいと思います。

　また今年度の地区のテーマはStand By Youです。地区活動にも協

力していきたいと思います。

　八尾ＲＣクラブの今年度のテーマは「The Pursuit of True Service 

and Friendship　真実の奉仕と親睦を探求する」です。奉仕を通じて

親睦を深めよう、ということです。

　副会長は小谷会員にお願いしました。小谷会員は、各地のクラブで

長い経験をお持ちです。また幹事は吉田会員です。ロータリー歴が

長く、信頼できる方なのでお願いしました。私の至らぬ点などをご指

摘いただいています。会計は濵岡会員にお願いしております。過去

の決算を見るなどして、勉強していただいています。

　SAAは稲田委員長ほかの皆様です。会場の設営などを担当してい

ただきますが、お弁当もよりおいしくなるように工夫していただいており

ます。当クラブの奉仕活動は、すべてニコニコでまかなわれておりま

そ の 他 の 報 告
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す。今年は盛りだくさんの奉仕事業を計画していますので、ぜひご協

力をお願いします。

　会員増強委員会は、中川（廣）委員長をはじめとする皆様です。今

日だけで4名も増強していただきました。この先も、もっと増やしてくれ

るのでは、と期待しています。

　出席委員会は大槻委員長を筆頭に、出席率をいかに上げるか考え

ていただきます。ただ、出席は委員会だけでなく全体で取り組むこと

ですので、ご協力をお願いします。

　親睦活動委員会は、山本（勝）委員長ほかのメンバーです。親睦は

ロータリーの根幹です。全体の親睦が深まるよう、ご活躍をお願いします。

　プログラム委員会の長竹委員長をはじめとする皆様には、今年度47

回の例会で工夫を凝らしていただきたいと思います。

　クラブ研修委員会は野村委員長のもと、ここ数年で入会した10人以

上の新会員が、ロータリーを学べるようによろしくお願いします。

　クラブ広報委員会は、新宮委員長ほかの方々です。会報の発行の

ほか、今年度は外環状線に看板の掲出を計画しています。SNSでもク

ラブの情報を発信していただきます。

　越中八尾ＲＣ担当委員会は澁谷委員長を中心に、できるだけ多くの

会員が交流を体験できるようにお願いします。

　職業奉仕委員会は、西村委員長ほかの方々です。親睦とともにロー

タリーの根幹である職業奉仕を勉強いただくとともに、その成果をクラ

ブにも広めていただければと思います。

　社会奉仕委員会は川田委員長をはじめとするメンバーで、里親会

の家族を旅行に招待する計画です。ロータリアンやインターアクター

も交え、里子が大人と接する機会をつくります。イルミネーション事業

も、ポリオをからめてやっていきたいと考えております。

　国際奉仕委員会は児林委員長ほかの方々で、ネパールへ支援を

行っていただきます。水を供給することや学校を建設することで、ＲＩ

の重点分野でも貢献できると思います。また台北東ＲＣへの公式訪問

なども行っていただきます。

　ロータリー財団委員会は、北野委員長をはじめとするメンバーです。

財団からは今年度、90万円程度の補助金をいただいています。今年

も寄付目標の達成を目指します。

　青少年奉仕委員会は田中委員長を中心に「自然の中で」や「リー

ダー研」「こども食堂」も支援し、不登校対策としてリノアスでの通信教

育事業「輝」も応援します。

　またローターアクトクラブの設立に向けても動いております。18～30

歳が対象で、いずれロータリアンになってもらうことを考えると、長期的

に会員増強にもつながると思います。

　米山奨学委員会は松井委員長を先頭に、今年は奨学生を受け入

れませんが、米山について議論していきたいと思います。

　インターアクト委員会は曽家委員長をはじめとする皆様で、インター

アクトクラブの活動に参加、協力していただきます。金光八尾の人数

は現在、47人にまで増えています。文化祭ではバザーの収益金を全

額、ポリオへ寄付してくれています。

　クラブ戦略計画委員会は居相委員長のもと、長期的な課題を検討

していただきます。

　今年度は皆さんで、いろんな奉仕の練習ができるように取り組んで

いきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

▼笠井会長　大阪柏原RC伊谷さん、大谷さん、八尾東RC長尾さん、

辻田さん、八尾中央RC露原さん、中井さん、ようこそお越し下さいまし

た。ごゆっくりおくつろぎ下さい。皆さん今日から始まります。ご協力の

程、よろしくお願い致します。

▼小谷副会長　いよいよ新年度スタートです。１年間よろしくお願いし

ます。

▼吉田幹事　笠井年度、よろしくお願いします。

▼佐野会員　笠井会長初め執行部皆様よろしく。小生SAAに任命さ

れました。

▼松本会員　良い事が有りました。

▼居相会員　笠井新会長と小谷副会長、吉田幹事の門出をお祝い

申し上げます。

▼坂本会員　笠井会長、新年度スタートおめでとうございます。来週

喜寿祝いありがとうございます。

▼中西（啓）会員　笠井会長はじめスタッフの皆さん、一年間よろしく

お願いします。

▼池尻会員　笠井会長はじめ理事・役員の皆々様、一年間宜しく御

願いします。伊谷、長尾、露原3会長ご苦労様です。大谷、辻田、中

井３人の幹事さん、よろしくお願いします。

▼中川（將）会員　笠井会長の船出を祝して～

▼山本（昌）会員　本年度会長笠井さん、理事・役員の方、お祝い申

しあげますと共に、ロータリーライフを十二分に楽しんで下さい。在籍

内祝い。

▼中川（廣）会員　倉内君、鍋島君、入会おめでとうございます。これ

からもよろしくお願いします。

▼山本（勝）会員　昨年度、大変お世話になりました。笠井会長、頑

張って下さい。

▼井川会員　笠井会長はじめ理事・役員のみなさま、一年間お世話

になります。

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 ▼ 新宮　一誓　　副委員長 ▼ 吉本　憲司
委 　員 ▼ 福田　隆教　　相馬　康人　　竹中　浩人

■ 出席報告

月日

6/19

6/26

7/3

会員数

62

62

62

出席

42

53

53

うち出席規定
適用免除者

13

14

16

メーク
アップ

2

出席率

79.25％

98.15％

91.38％

確定
出席率

83.02％

▼小林会員　笠井会長、スタッフの皆様、１年間がんばって下さい。

▼菅野会員　初例会開催おめでとうございます。又一年がんばって

下さい。誕生内祝い。

▼稲田会員　今年度SAA委員会ガンバリます。皆様ご協力よろしくお

願いします。

▼宇野会員　笠井さん一年よろしく。例会欠席お詫び。

▼飯田会員　笠井年度のスタートをお祝い申し上げます。在籍内祝い。

▼川田会員　笠井会長、吉田幹事、1年間よろしくお願いします。在

籍内祝い。誕生内祝い。

▼吉本会員　今年度も皆様、よろしくお願いいたします。在籍内祝い。

▼田中会員　笠井年度丸、出航おめでとうございます。本年度、宜し

くお願いします。

▼濵岡会員　今年度の会長初め執行部の皆様、一年間よろしくお願

い致します。

▼柏木会員　笠井会長はじめ小谷副会長、吉田幹事、理事・役員の

皆様、初例会おめでとうございます。1年間よろしくお願いします。

▼松井会員　今年も身を粉にして、がんばります。

▼新宮会員　甲子園残念でした。一年間宜しくお願いします。在籍内

祝い。

▼山陰会員　一年間よろしくお願いします。在籍内祝い。

▼澁谷会員　1年間宜しくお願いします。来週は初親睦会です。参加

お願いします。

▼長竹会員　鍋島先輩、倉内さん、三木さんようこそ。

▼宮川会員　笠井年度の船出おめでとうございます。

▼野村会員　鍋島さん、倉内ちゃん、ようこそ！皆さん、本年度もよろ

しくお願いします。在籍内祝い。

▼児林会員　新年度おめでとうございます。在籍内祝い。ご夫人誕生日。

▼西村会員　本年度も宜しくお願いします。甲子園中止で残念でした。

▼大槻会員　本年度、多数の出席よろしくお願いします。

▼大熊会員　笠井会長おめでとうございます。１年間よろしくお願い

致します。

▼相馬会員　新年度よろしくお願いします！

▼藤田会員　今年度も宜しくお願いします。甲子園中止になりました。

残念です。

▼北野会員　誕生日お祝いを頂いて、ありがとうございます。今期、１

年間よろしくお願いします。誕生内祝い。

▼友田会員　ご夫人誕生日。

▼曽家会員　今年、一年宜しくお願いします。

▼鼓呂雲会員　写真有難う。

▼平尾会員　笠井さん、今年度頑張って下さい。よろしくお願いします。

▼大橋会員　前会長山本さん、本当にお疲れ様でした。笠井会長、

今年度宜しくお願い致します。他会員の方々、今年度宜しくお願い致

します。誕生内祝い。

▼竹中会員　在籍内祝い。

▼竹原会員　在籍祝いありがとうございます。今期がんばります。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

日時：２０１９年７月３日（水）

承認事項

1.委員会構成表の件

2.2019-20予算の件

3.上半期会費請求書の件

4.各クラブ表敬訪問の件

5.看板設置の件

6.インターアクト海外研修費の件

7.地区運営資金・地区活動資金・地区大

会資金送金の件

8.出席規定適用免除者確認の件

9.ビジターフィー変更の件

10.叙勲のお祝い金の件

11.ボランティア活動保険の件

12.８/２８例会時間変更（１９:００～）の件

13.「輝」の不登校対策事業を支援する事

業の件

理事会議事録
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