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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「八尾ロータリー讃歌」

●ゲストの紹介

　　　八尾市消防本部　消防長　藤原正彦様

●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　「企業防災の心得」

　　　　八尾市消防本部　消防長　藤原正彦様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

　橿原RCの井上会員は、お孫さんが金光八尾高校の

インターアクトクラブに所属されているそうです。

　また大阪船場ＲＣの澤田会員とは、いっしょにバヌア

ツへ行ったことを思い出します。また地区でもお世話

になりました。

　本日は「感動がロータリアンを育てる」というお話しで

す。2002～03年、私が八尾ＲＣに入会した年、八尾Ｒ

Ｃは橋本会長でしたが、ＲＩ会長はビチャイ・ラタクルさ

んでした。彼はトンボリRCのチャーターメンバーです

が、いきがかりでロータリー会員になっただけでした。

　そんな中、彼は親のいない子どもたちとビーチで一

日遊ぶ事業に、仕方なく参加しました。それでも彼が

世話をしていた子は、帰るころになるとバスから降りよ

うとせず、「おじさんがお父さんならよかった」と言った

そうです。「この時、私は真のロータリアンになれた」と

おっしゃっています。

　私も今年、会長として「輝」や里子の支援など、メン

バーがロータリーに目覚める事業ができるように、一年

間頑張ってまいります。

第2828回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

ロータリーは世界をつなぐ  国際ロータリー 会長　マーク・ダニエル・マローニー
国際ロータリー　第2660地区　テーマ

Stand By You ～あなたと共に～ 国際ロータリー 第2660地区 ガバナー 四宮孝郎

The Pursuit of True Service and Friendship　真実の奉仕と親睦を探求する

会　長　の　時　間

八尾ロータリークラブ テーマ 会長　笠井　実



▼20日、インターアクト海外研修オリエンテーションに

田中・曽家会員に出席いただきました。

▼27日に社会奉仕と国際奉仕の合同会議が行われ、

川田・曽家会員に参加いただきます。

▼31日、大阪フレンドＲＣへ小谷副会長に表敬訪問に

行っていただきます。

▼本日、今年度の「活動計画」を配布しています。皆

様ご一読ください。

▼本日例会後、クラブ戦略計画委員会を開催します。

▼本日夜、山口・田中会員の藍綬褒章受章を祝う会

を開催します。

▼地区からゴルフ会の案内が届いております。興味の

ある方は、事務局までお問い合わせください。

▼大阪船場ＲＣ・澤田　宗久　会員

　八尾ＲＣ様には何年かぶりにおじゃまします。地区の職業

奉仕委員会でご一緒させていただいた笠井会員が本年度は

会長ということで、本日は笠井会長を見にきました。

　バヌアツとフィリピンで医療奉仕活動を行っておりますが、

八尾ＲＣ様にも寄付をいただき、佐野会員からも歯ブラシを

たくさん寄贈していただいております。

　私は現在も活動を続けていますが、現地ではとても喜んで

もらっています。八尾ＲＣ様にも、改めて感謝申し上げます。

▼飯田　寛光・会長エレクト

　創立60周年実行委員会につきまして、実行委員長を中西

（啓）会員にお願いしましたところ、快く引き受けていただき、

理事会でも承認されました。

▼中西　啓詞・60周年実行委員長

　この度、60周年の実行委員長にご指名いただきました。50

周年のときにはクラブの会長をさせていただき、大槻元会長

に実行委員長をお願いしました。記念式典は準備万端整っ

ておりましたが、直前に発生した東日本大震災のため自粛、

中止のやむなきに至りました。

　あれから10年が経過し、今回このような大役をいただき思案

したのですが、私も在籍30年を超え、最後の大仕事として少

しでもクラブに役立てればと思い、受けさせていただきました。

　9月4日の例会は時間を延長し、60周年に関するクラブ・

フォーラムを開きたいと思いますので、ご協力をお願いします。

　また60周年記念式典は、令和3年3月24日にリーガロイヤル

ホテル・光琳の間で予定しております。皆さん一人ひとりのご

支援、ご協力なしには成功しませんので、よろしくお願いい

たします。

▼笠井　実　会長

　不登校問題に取り組む「輝」が、いよいよスタートします。山

口会員に会場を提供していただいたほか、クラブからも約120

万円を支援していますが、まだ少し資金が足りません。皆様1

口3万円でご協力をいただければ、大変ありがたく思います。

▼青少年奉仕委員会・田中　康正　会員

　「輝」の開設にあたっては、備品の見直しなどの努力をして

おります。また説明会でも、多くの反響をいただいています。

協力をいただくため、各学校にも回っています。

　ただ、資金的にもう一歩のところです。皆様お一人おひとり

のさらなるご支援をお願いできれば、ありがたい限りです。

「活動計画」

▼出席委員会・大槻　恭介　委員長

　例会への出席は、会員の義務であり、権利でもあります。出

席することによって、奉仕の輪も広がると思います。SAAやプ

ログラム委員会とも連携し、出席率の向上に努めます。

　今年度は出席率100％例会を設定し、皆さんに出席を呼び

かけます。また、メークアップも奨励します。ホームクラブ出席

100％の方は、年度の終わりに表彰します。

　かなり昔のものですが、ポール・ハリスが来日した時の新聞

記事から紹介します。彼はこのように語っています。「ロータ

リーは出席が厳しいのではなく、出席が楽しくなるようなクラ

ブにしたい。週1回が大変と思う人もあるかもしれないが、例

えばそれが休息の時間でもいい、リラックスできる時間でもい

い。仲間が親しくなり、奉仕の活動を行うことが大切だ」などと

述べています。今年度も、たくさんのご出席をお願いします。

▼プログラム委員会・長竹　浩　委員長

　ロータリー活動の根幹となる例会で、要である卓話の充実

ビ ジ タ ー ご 挨 拶

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



は、会員の維持増強にもつながると思います。他の委員会と

も協力しながら、卓話が有意義なものになるようにしていきた

いと考えています。

　いただいた予算を、有効に活用していきたいと思います。メ

ンバーにも卓話をお願いしようと考えていますが、新しい会

員も増えてきているので会長からも提案があり、５分間卓話を

お願いしたいと思います。

　また、卓話を礼儀正しく聞く態度も、大切にしていきたいと

思います。

▼クラブ広報委員会・新宮　一誓　委員長

　外部への認知度向上や、クラブ内部への情報提供を、他

委員会とも協力しながら実施してまいります。対外活動のPR

や、My Rotary の登録推進も行っていきます。

　昨年度は駅貼りポスターを行い、一定の効果があったと思

います。今年度は、外環状線沿いのアクロスプラザ向かいに、

屋外看板を掲出する計画です。一年間、どうぞよろしくお願

いいたします。

▼越中八尾ＲＣ担当委員会・澁谷 登志和 委員長

　友好クラブとの親睦をいっそう深めてまいりたいと思います。

八尾ＲＣへの表敬訪問を受け入れるほか、先方の新春互例

会への参加も予定しております。

　越中八尾ＲＣ様は八尾ＲＣと同じ例会時間のため、先方の

例会にはなかなか出席できないのですが、５月のロータリー

デーのときに笠井会長にも訪問していただきたいと考えてお

ります。

　その他、両クラブの会員同士が親睦を図れるようなことも検

討していきたいと思います。

▼米山奨学会委員会・松井　良介　委員長

　当委員会では毎年、地区の目標に応じて寄付を集めてい

ましたが、今年度はそれと別に、このままの形で続けていくこ

とが良いのかどうか、もう一度検証し、地区にも提案していき

たいと考えています。

　私も入会14年目になりますが、米山に関してはいろいろと

感じておりました。制度のあり方に疑問を感じる方もおられる

かもしれません。しかし、それを具体的な行動にはなかなか

移せないものです。

　富裕層の学生に奨学金を支給する必要性や奨学生の卒

業後の進路など、いろいろご意見もあろうかと思います。また

近年は国内でも格差社会が問題となっており、日本人の貧

困層へ支援を行ってはどうか、という意見もあります。

　米山の制度も、そろそろ時代に即した形に変更していくべ

きではないか、という指摘もあります。こうしたことをクラブ内で

まず議論し、またアンケートなどを実施し、意見を集約して地

区への提案もしていきたいと思います。それに対しては、地

区からの回答ももらうようにしたいと考えています。

　皆様にはこの制度をもう一度、真剣に考えていただきます

よう、よろしくお願いいたします。

▼クラブ戦略計画委員会・居相　英機　委員長

　この委員会は５年間務めることになっておりますが、今年度

はその５年目にあたります。本日は大阪船場ＲＣの澤田会員

がお見えですが、八尾ＲＣ45周年のとき、私も一緒にバヌア

ツを訪問したことが思い出されます。

　委員会は常任委員と役職委員で構成され、常任委員は会

長経験者にお願いしています。また役職会員には会長、直

前会長、会長エレクト、そして小谷副会長と吉田幹事に入っ

てもらっています。

　本日配布された活動計画書には、当クラブの定款・細則も

収録されていますが、ＲＩの標準定款は３年に一度、規定審

議会で変更されます。今回もいろいろな変更が行われました。

こうした内容を検討していく必要があります。

　また委員会としては会員増強や会員研修、そしてスムーズ

なクラブ運営などについても考えていかねばなりません。たと

えばクラブ会長は、幹事と副会長を経験してから就任しても

らうのが、運営上はスムーズでしょう。

▼橿原RC井上輝好様　私の孫、井上史章が、インターア

クトクラブ（金光八尾）でお世話になっており、又此の度の

海外研修でお世話になります。よろしくお願い申し上げま

す。

▼大阪船場RC澤田宗久様　笠井会長おめでとうござい

ます。八尾RCの発展の為、頑張って下さい。

▼笠井会長　大阪船場ロータリークラブ澤田宗久さん、

橿原ロータリークラブ井上輝好さん、ようこそお越し下さい

ました。ごゆっくりお過ごし下さい。大槻会員、長竹会員、

新宮会員、澁谷会員、松井会員、居相会員、卓話よろし

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

7/10

7/17

7/24

会員数

63

63

63

出席

48

49

49

うち出席規定
適用免除者

17

18

14

メーク
アップ

1

出席率

84.21％

84.48％

90.74％

確定
出席率

85.96％

くお願い致します。

▼小谷副会長　本日の褒章記念パーティー、よろしくお

願いします。

▼吉田幹事　橿原ロータリークラブの井上様、船場ロータ

リークラブの澤田様ようこそお越し下さいました。委員長

の皆様、卓話よろしくお願いします。

▼山本（勝）直前会長　本日の褒章受章を祝う会に、多

数御出席頂きまして、感謝申し上げます。

▼佐野会員　澤田先生、良くお越し下さいました。

▼中川（廣）・稲田会員　良い事が有ります様に。

▼井川会員　澤田先生、ようこそおいで下さいました。

▼川田会員　いい事がいっぱいあります様に。

▼田中会員　本日祝賀会、宜しくお願いします。その他

の報告もれ―輝の寄付用紙は事務局に置いてあります。

宜しくお願いします。

▼澁谷・西村・富田・藤田会員　写真有難う。例会欠席お

詫び。

▼濵岡会員　本日会員の皆様の卓話を楽しみにしており

ます。少し良い事が有りました。

▼柏木会員　田中康正さん、エアコンそうじの件、お世話

になりました。少し良い事が有りました。

▼松井会員　卓話、宜しくお願いします。

▼奧谷・中西（広）会員　写真有難う。

▼新宮・長竹・大槻会員 本日卓話宜しくお願い致します。

▼野村会員　濵岡さん、先日はありがとうございました。

研修委員会の皆さん、7月29日の委員会よろしくお願いし

ます。

▼西村・富田・藤田会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

▼福田会員　暑さでバテそうです。

▼相馬会員　本日の祝賀会、よろしくお願いいたします。

▼平尾会員　大槻さん、長竹さん、新宮さん、澁谷さん、

卓話よろしくお願いします。

▼曽家会員　8月2日よりインターアクト海外研修に行って

まいります。

▼鼓呂雲会員　例会欠席お詫び。

▼倉内会員　よろしくお願いします。

▼鍋島会員　これからよろ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

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

クラブ協議会

金光八尾文化祭
地区財団セミナー

米山委員長・カウ
ンセラー研修会

基本的教育と
識字率向上月間／
ロータリーの友月間月
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