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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「国歌」「歓迎の歌」

●新会員の紹介

　　三木由貴男会員・森川充康会員

●ゲストの紹介

　　八尾警察署長　警視　佐藤信次様

　　八尾警察署生活安全課防犯係

　　　　警部補　瀬野孝輔様

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍 25年　山口智士会員

会員年次表彰

　在籍  2年　北野和男会員

　在籍  2年　友田　昭会員

●お誕生日御祝い

宮川　清会員（還暦）

吉田法功会員・奥谷英一会員・小林成禎会員・

鍋島圭太会員・中西広美会員・新宮一誓会員・

稲田賢二会員

●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

　　「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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

8/28　「ポリオ」ナイト例会　

9/4　「私を語る」　倉内雅寛会員・鍋島圭太会員

9/11　鼓呂雲えりか様

9/18　６０周年　フォーラム

9/25「ローターアクトの意義」

　　　　泉 博朗 パストガバナー（大阪帝塚山RC）

第2829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
八尾ロータリークラブ テーマ 会長　笠井　実



　先週は山口・田中両会員の藍綬褒章受章の祝賀

パーティーを開催しました。非常に厳かな会でした。こ

れら立派な方々と一緒に活動できることは、私にとっ

ても誇りです。

　さて本日は、奉仕の理想についてお話しします。例

会でロータリーソングも歌いますが、もう一度これをよく

考えてみると、他人に対する思いやりや助け合いの心

を持つことだと思います。

　そしてこれは企業人としても、さらに一般人としても

大切なことではないでしょうか。黄金律に基づくものと

いわれていますが、あらゆる宗教にも共通することで

す。エジプト人やギリシャ人、ローマ人、ブッダや孔子、

イエスなども皆、同じようなことを述べています。

　要するに「人がやってもらいたいと思うことをしなさ

い」あるいは「人にやってもらいたくないことはしない」

ということだと思います。これを実践することで成長で

きると思いますし、そういう気持ちで生活していきたい

と思います。

▼24日、山口会員・田中会員の藍綬褒章受章

祝賀パーティーに、多数のご参加をいただきあり

がとうございました。

▼27日に地区の社会奉仕・国際奉仕合同委員

長会議が開かれ、川田・曽家会員に出席いただ

きました。

▼本日、小谷副会長に大阪フレンドＲＣへ表敬

訪問に行っていただいています。

▼8月2～6日、地区インターアクトの海外研修が

実施されます。

▼次週例会後に理事会を開催します。資料のあ

る方はご提出ください。

▼越中八尾ＲＣの記念誌が届いていますので、

ご覧ください。

▼八尾中央ＲＣ・露原行隆会長、山本与志弥副会長

　八尾市教育委員会とともに取り組み、8月27日の八

尾市教育フォーラムで、被爆バイオリンの演奏を披露

します。

　実際に広島で被爆したバイオリンを演奏し、八尾の

子どもにも聴いてもらいたいと考えております。子ども

たちにとっても、本物にふれることが大切だと思います。

　午後２時から演奏と子どもたちの歌がございますの

で、ぜひご参加ください。

▼越中八尾ＲＣ担当委員会・澁谷 登志和 委員長

　越中八尾ＲＣ様より、50周年の記念誌が届きました。

式典に参加された方には全員お配りします。また事務

局にもございますので、閲覧ください。

▼インターアクト委員会・曽家　清弘　委員長

　9月14日、金光八尾高校の文化祭が開催されます。

バザーに出品する商品を受け付けします。昨年もたく

さんご協力をいただきましたが、今年も皆様のご協力

をよろしくお願いいたします。

「企業防災の心得」

▼八尾市消防本部・

藤原　正彦　消防長

　皆様にはふだんから消防

行政にご協力をいただき、

ありがとうございます。

　私は東大阪で生まれ、

３歳で八尾へ引越し、以来八尾で暮らしています。

昨年は自治体消防が発足70周年を迎えました。

　私たち消防は、皆様の企業の財産や従業員さん

の命を守るため、ふだんから市内企業にも指導をさ

せてもらっています。

会　長　の　時　間

ビ ジ タ ー ご 挨 拶

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



　今月は京都アニメーションで悲惨な事件が発生し

ました。これまでも凶悪な事件がありましたが、その

度にポリ容器でのガソリンの販売が禁止されたりす

るなど、規制が強化されてきました。

　福知山の花火大会の事故では、ガソリンを携行

缶に入れていたのですが、炎天下で長時間保管し

ていたため、ふたを開けた瞬間に引火しました。そ

れ以来、火を使う屋台は消火器を置くこと、となりま

した。

　花火などの火薬は、かつては府の管轄でしたが、

現在は市の消防で管理しています。花火大会では、

どんな花火を何発上げるのか、などを届け出てもら

います。

　また企業においては、防火管理者の選任が必要

です。長年そのままですと、防火管理者が退職して

しまっている場合もありますので、皆様一度、会社

でお調べください。

　企業内での防火設備としては、屋内消火栓という

ものがあります。これは非常に高額ですが、それが

必要になるケースもありますので、ご確認ください、

　特に建物の増築などをした場合、延べ床面積が

増加して対象になることもありますので、注意が必

要です。建物を何かさわる場合には、消防にご相

談いただければと思います。

　たとえば2棟ある建物を「傘をささなくていいよう

に」と渡り廊下でつなぐと、１棟扱いになりますので

ご注意ください。それにより、延焼の経路ができてし

まうためです。

　また木造や準耐火、耐火といった建物の構造に

よっても違ってきます。わからないことは、消防にご

相談ください。

　このほか１階建ての倉庫を作っても、借主が２階

建てに変更すれば、火災報知器の設置などが必

要になってきます。従業員の命や会社の財産を守

るためにも、増築などをすればどうなるか、知ってお

くことも大切です。

　火災では特に、煙が怖いです。煙を一息吸った

だけで、酸欠になってしまいます。消防隊はボンベ

を担いでいますが、それでも約20分しかもちません。

　京都アニメーションの火災では本来なら油用の泡

消火も考えられますが、そうすると酸素がなくなって

しまうことから、中にまだたくさんの人がいたためで

きませんでした。

　阪神淡路大震災でも、上空から水をまきませんで

した。生きている人が窒息するからです。

　皆様が旅行先でも安心してホテルに宿泊できる

のは、消防が指導をしっかりしているからです。アリ

オ八尾でも避難経路が確保できるように指導してい

ます。特に、通路に物を置かないで、と指導してい

ます。

　消火器には２種類ありますが、粉末消火器がいち

ばん普及していると思います。ただ、これを使うと、

あたり一面が粉だらけになってしまいます。会社の

場合なら、機械や製品が使えなくなる可能性もあり

ますので、ご注意ください。高価な設備が、粉で動

かなくなってしまうリスクもあります。

　もうひとつ、二酸化炭素消火器というものがありま

す。これは高価ですが、場合によっては有効になる

かもしれません。使用後の消火薬剤による汚損が

ないため、精密機器や食品といった工場機器の消

火に適しています。

　八尾市内の火災件数は、かつては年間100件ほ

どありましたが、近年は40件程度です。コンロやス

トーブなどの器具が良くなってきていることも背景に

あります。

　また日本の消防は、世界一の水準といっても過言

ではありません。資機材や隊員のレベルも高く、主

にアジアなどの海外からも研修にこられます。

　また近年は特に、市町村を超えて活動することも

あります。昨年の西日本豪雨の際にも、八尾から数

多くの隊員を現地へ派遣しました。

▼八尾中央RC会長　露原行隆様　本日は８月２７

日に開催されます八尾市教育フォーラムにおける

当クラブの事業について、ご案内にあがらせて頂き

ました。どうぞ宜しくお願い致します。

▼笠井会長　八尾市消防本部藤原消防庁様、卓

話よろしくお願い致します。八尾中央ロータリークラ

ブ露原会長、山本副会長、ようこそおこし下さいま

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

7/17

7/24

7/31

会員数

63

63

63

出席

49

49

42

うち出席規定
適用免除者

18

14

14

メーク
アップ

0

出席率

84.48％

90.74％

77.78％

確定
出席率

84.48％

した。ごゆっくりおくつろぎ下さい。山口さん、田中

さん、先週の祝賀会おめでとうございます。

▼小谷副会長　中川廣次さんのおかげで、こづか

いを頂きました。有難うございました。写真有難う。

例会欠席お詫び。

▼吉田幹事　八尾中央ＲＣ露原様・山本様、ようこ

そお越し下さいました。

▼山本（勝）直前会長　先週の褒章の授賞式に多

数の皆様の御参加、誠にありがとうございます。写

真有難う。早退お詫び。

▼高井会員　写真有難う。ご夫人誕生日。

▼居相会員　暑中お見舞い申し上げます。健康第

一酷暑をのりこえましょう。写真有難う。

▼中西（啓）会員　藤原様、本日の卓話をよろしく

お願いします。写真有難う。

▼寺坂・宇野会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

▼小山・中川（廣）・小林・菅野・稲田・川田・吉本・

濵岡・柏木・松井・新宮・澁谷・宮川・大熊・大槻・山

本（隆）・相馬・曽家・川村会員　写真有難う。

▼山口会員　お忙しい中、受章を祝う会を開催して

いただき、誠にありがとうございました。心より感謝

申し上げます。

▼山本（昌）会員　猛暑の中、宮川様、本日送迎あ

りがとうございました。写真有難う。

▼井川会員　露原会長、山本副会長ようこそおい

で下さいました。

▼飯田会員　中西啓詞さん、昨日はありがとうござ

いました。写真有難う。

▼山陰会員　バッジ忘れ。写真有難う。

▼長竹会員 露原様、ようこそ。写真有難う。

▼富田会員　毎日暑くて大変です。皆さま、熱中症

に気を付けましょう！！写真有難う。

▼友田会員　夏祭りです。暑さにめげずがんばりま

す。写真有難う。

▼平尾会員　山口さん、田中さん、おめでとうござ

います。写真有難う。

　　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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