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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」

●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

　米山奨学会委員会　松井良介委員長

　クラブ戦略計画委員会　居相英機委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

7/31　「企業防災の心得」

　八尾市消防本部　消防長　藤原正彦様

8/7　　「防犯カメラの威力と八尾市の現状」

　八尾警察署長　警視　佐藤信次様

8/21　 「令和元年度　市政運営方針について」

　八尾市長　大松桂右様

　昨日は八尾商工会議所の70周年式典に参加し

てまいりました。当クラブからも池尻会頭や山口副

会頭、中西前会頭をはじめ多くの方々が出席され、

多数のメンバーが表彰されました。

　八尾は30年以上の長い歴史を持つ企業が多い

地域で、これは誇りに思ってもいいことだと思いま

す。

　さて本日は、四つのテストについてお話しします。

先ほど皆さんで歌いました四つのテストですが、提

唱者はハーバード・テーラーです。彼はその経営

手腕を聞きつけた人から請われ、ある会社の再建

に取り組みました。

　惨憺たる状況の会社を立て直すため会社方針や

倫理基準が必要と考え、いろいろ掲げた項目のう
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ち最後に残ったのがこの４つでした。

　それを名刺に記したりすることで、顧客との関係も

良くなり、同業者にも良い影響を与えました。やが

て会社は借金を完済し、優良企業に立ち直ったの

です。

　事業に成功するだけではだめで、倫理や道徳を

世界に広げていくことが大切なのではないでしょう

か。

▼先週、持ち回り理事会を開催しました。議事録

を会報に掲載しています。

▼16日、八尾商工会議所の70周年記念式典に、

小谷副会長に出席いただきました。

▼20日に地区インターアクトクラブ海外研修のオ

リエンテーションが開催され、田中・曽家会員に

出席いただきます。

▼21日、地区ローターアクトクラブの献血が実施

されます。皆様ご参加ください。

▼高砂様より本日、お中元としてお菓子を頂戴

しています。

▼小谷　逸朗・副会長

　山口・田中両会員の藍綬褒章受章をお祝いす

る会を24日、シェラトン都ホテル大阪で開催しま

す。当日の服装ははスーツ、ネクタイ着用でお願

いします。

▼地区ロータリー財団委員会・相馬 康人　委員

　11日に地区の今年度初めての委員会に出席

してまいりました。グローバル奨学生の報告や、

募集開始などの話がありました。

　またポリオに関して今年度より「撲滅」から「根

絶」に変更されるそうです。ご注意ください。

「活動計画」

▼SAA委員会・稲田委員長

　奉仕の源であるニコニコ箱への理解と協力を求め

てまいります。また楽しいクラブライフのため、楽しく

明るい例会を目指します。

　例会場では月１回、座席指定を行います。今年

度はたくさんの奉仕事業が予定されていますので、

皆様のご協力をよろしくお願いします。

　また年次表彰やお誕生日、節目のお祝いを実施

するほか、今年度はナイト例会も開催予定です。

　このほか5月に実施した食事に関するアンケート

の結果、半数以上の会員が現在の食事について

「普通」との回答でした。食事代は7割以上が「安

い」「妥当」と回答され、6割がテーブルクロスを「必

要」と答えられました。

　この結果を詳しく見たい方は、事務局へお問い合

わせください。

　また出席数把握のため次週例会の出欠を回覧で

まわしますので、ご協力ください。

▼会員増強委員会・中川　廣次　委員長

　八尾ＲＣにとって、将来の礎となるような方々を勧

誘してまいりたいと思います。今年度は純増5名（う

ち1人は40歳以下）を目指します。

　今月に3名が入会され、8月にも2名が入会予定で、

これで5名を確保できる予定です。

　先日、会員が100名以上もおられる大阪南ＲＣへ

メークアップに行きましたが、会員の一体感は八尾

の方があったように感じました。

　次年度の60周年に会員数70名を目指して、今年

ももっと増やしていきたいと思っております。今年一

年、よろしくお願いいたします。

▼親睦活動委員会・山本　勝彦　委員会

　先週の初親睦会には多数のご参加をいただき、

ありがとうございました。

　今年度は皆様のためになる、参加しやすい企画

を考えてまいります。親睦と友情を育み、企業の一

層の繁栄につながるような、皆様のための事業を

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



行ってまいりたいと思います。

　先週、まずは初親睦会を開催しました。そして秋

には、詳細は未定ですが、日帰り親睦会を計画し

ています。

　また忘年家族会はコンラッドホテルを予定してお

り、アトラクションを検討中です。さらに春にも、1泊2

日の春の親睦旅行を行いたいと思います。

▼クラブ研修委員会・野村　俊隆　委員会

　「ロータリーを知る」ということで活動してまいります。

知識を得て親睦を深め、クラブへの帰属意識を高

めていきたいと思います。

　研修会は２回、計画しております。秋には「ロータ

リーを知る」として、入会3年未満の方を対象に実施

します。また来年の2回目については、これから内

容も検討していきたいと思います。

　他の委員会と合同での委員会を、不定期に開催

していきたいと考えております。そして新しいメン

バーの気持ちもくみとりながら、やっていきたいと思

いますので、一年間よろしくお願いいたします。

▼ロータリー財団委員会・北野　和男　委員長

　皆様に財団の活動の理解を深めてもらうよう、私

自身も勉強していきたいと思っております。

　財団の歴史を学び、寄付への理解を深めてもらう

ことを目指します。

　年次基金やポリオ・プラス基金への寄付目標達成

とともに、ベネファクターも輩出したいと考えており

ます。ご協力をよろしくお願いいたします。

　また今年度は、相馬会員が地区のロータリー財団

委員会へ委員で出向されていますので、協力して

財団に詳しい方に卓話をしていただこうと考えてお

ります。

　一年間、ご協力をよろしくお願いいたします。

▼インターアクト委員会・曽家　清弘　委員長

　今年度はインターアクトクラブの例会にも積極的

に参加し、信頼関係を築いていきたいと思います。

また次年度は金光八尾が海外研修の担当ですが、

10月には台北への視察に参加する予定です。

　また今年度の海外研修はタイのバンコクで、イン

ターアクター65名、うち金光八尾からも9名が参加さ

れます。

　このほか地区年次大会や、新入生歓迎会へも参

加する予定です。また金光八尾の文化祭にも参加、

協力します。そして来年春には卒業式、入学式に

も出席します。

　インターアクトクラブの卓話にも参加し、ローター

アクトクラブのＰＲなどもしていきたいと考えています。

　一年間頑張っていきますので、よろしくお願いい

たします。

▼笠井会長　親睦委員会の皆様、先週は大変

お世話になり、ありがとうございました。これからも

よろしくお願い致します。写真有難う。

▼小谷副会長　親睦旅行お疲れ様でした。写真

有難う。

▼吉田幹事　委員長の皆様、卓話よろしくお願

いします。写真有難う。

▼山本（勝）直前会長　先週の初親睦会、多数

御参加頂きまして、ありがとうございました。額縁

付きの写真ありがとうございました。

▼飯田会長エレクト・寺坂・村本・中川（廣）・宇

野・山陰・長竹・松井・濵岡・新宮・宮川・児林・北

野・曽家・川村会員　写真有難う。

▼佐野会員　初親睦会欠席お詫び。

▼居相会員　写真ありがとうございました。

▼坂本会員　暑中お見舞い申し上げます。写真

有難う。

▼中西（啓）会員　親睦旅行では、お世話になり

ました。写真有難う。

▼池尻会員　昨日は八尾商工会議所創立70周

年に、多数の皆様に足をおはこび頂き有難う御

座いました。感謝！

▼中川（將）会員　親睦委員の方々、先週は御

世話になりました。写真有難う。

▼山本（昌）会員　スタートダッシュ好調、笠井会

長頑張って下さい。写真有難う。

▼井川会員　親睦旅行お世話になりました。写

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
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出席率
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真有難う。

▼小林会員　早退お詫び。

▼菅野会員　親睦委員会の皆様、ご苦労様でし

た。写真有難う。

▼稲田会員　親睦委員会の皆様、ありがとうござ

いました。本日卓話よろしく。写真有難う。

▼田中会員　明日野球の練習です。体調管理

に気を付けて下さい。写真有難う。

▼柏木会員　山本委員長、澁谷副委員長はじめ

親睦委員会の皆様、お世話になりました。曽家さ

ん、卓話頑張って下さい。写真有難う。

▼川田会員　親睦旅行ありがとうございました。

写真有難う。

▼野村会員　本日卓話よろしくお願いします。写

真有難う。

▼福田会員　暑さも本格的になってまいりました。

皆様お身体にお気を付けください。

▼大熊会員　親睦委員会の皆様、ありがとうござ

いました。写真有難う。

▼相馬会員　写真有難う。良い事が有りました。

▼友田会員　良い事が有りました。

▼平尾会員　初孫のハーフバースデーという私

にはびっくりの行事をしました。例会欠席お詫び。

▼大橋会員　親睦旅行、写真ありがとうございま

した。レストランからの眺め最高でした。

　　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

理事会 リーダ
ー研

（例会休会）

「自然の中で」

インターアクト海外研修
（～6日、タイ・バンコク）

会員増強・
新クラブ結成
推進月間月

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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