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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「四つのテスト」

●ゲストの紹介

　　金光八尾高校インターアクトクラブ

　　　顧問　前田裕子様 ・ 森祥太郎様

　　　生徒　石井　洸大様 ・ 谷山　　周様

　　　　　　　福中　綾乃様 ・ 前川　栞乃様

　　　　　　　松田　愛子様

●ビジターの紹介

　　大阪アーバンロータリークラブ　溝畑正信様

●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

　　「ポリオ撲滅について」

　　大阪アーバンロータリークラブ　溝畑正信様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

9/4　「私を語る」　倉内雅寛会員・鍋島圭太会員

9/11　「共生社会と音楽」　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）

　本日は大松桂右市長、お忙しい中をようこそお

越しくださいました。この後、大松市長に存分に

話していただくため、会長の時間はこのぐらいに

して卓話に時間を譲りたいと思います。

▼9日にリーダー研修が開催され会長、幹事、宮

川・藤田・友田会員で出席しました。

▼「自然の中で」が開催され、19日の出発式に

会長、副会長、幹事、宮川・西・山本会員で参加

しました。また20日の閉講式には副会長、田中・
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藤田・友田会員に出席いただきました。

▼21日、東大阪RAC例会に、新入会員とともに

田中・曽家・児林会員に出席いただきます。

▼24日に地区の職業奉仕委員長会議が開かれ、

西村会員に参加いただきます。

▼24日プリズムホールで「輝」の設立記念式典が

開かれ、会長・幹事ほかで参加します。

▼26日、地区のインターアクト合同会議に大槻

会員ほかが出席されます。

▼27日、ロータリークラブセントラルの活用会議

に会長、川田・新宮会員と森島事務局が出席さ

れます。このため当日、事務局は２時までとさせ

ていただきます。何かあれば、幹事にご連絡くだ

さい。

▼次週はナイト例会です。午後７時からの開催

です。お間違えないよう、お願いいたします。

▼クラブ広報委員会・新宮　一誓　委員長

　特集は、今月の会員増強・新クラブ結成推進

月間にちなんで、同好会の記事です。趣味を通

じて親睦を深めようという、ユニークな同好会が

いろいろと紹介されています。

　なおここで紹介されている大阪難波ＲＣの和太

鼓部は、野球大会の前夜祭でも演奏してくださ

いました。また八尾ＲＣでは、私も野球部とツーリ

ング部に所属しており、皆さんとの交流が深まっ

ています。皆様も興味があれば、入会されては

いかがでしょうか。

　またクラブ活性化の鍵は会員増強、ということ

で高崎ＲＣが紹介されています。このクラブでは

一年間に、会員数が64名から115名へと劇的に

増えたそうです。ぜひ、ご一読ください。

　このほか講演記録は「言葉の力」ということで、

「しあわせはいつもじぶんのこころがきめる」と

いった内容が書かれています。

▼国際奉仕委員会・児林　秀一　委員長

　11月3～5日に台北東ＲＣへ公式訪問を行いま

す。多数のご参加をお待ちしております。

▼青少年奉仕委員会・田中　康正　委員長

　今週月、火曜に「自然の中で」が行われ会長、

副会長、幹事、委員会メンバーで参加しました。

37人の小・中学生が参加し、天候もタイミング良

く、すべてのプログラムが消化できました。

　またBBS会のメンバーも参加してくれ、うれしく

思いました。長年継続していますが、貴重な事

業だと思います。

▼社会奉仕委員会・川田　隆　委員長

　ダメゼッタイの普及運動に協力依頼が来ており

ます。青少年にはびこる薬物依存の問題で、国

連が呼びかけています。日本、特に大阪も他人

事ではないと思います。募金箱をまわしますので

ご協力をお願いします。

▼クラブ研修委員会・野村　俊隆　委員長

　9月11日の午後５時から八尾商工会議所で、入

会３年程度を対象に研修会を開催します。基本

的なことを学んでいただき、その後には懇親会も

予定していますので、親睦も深めてください。出

欠の回覧をまわします。

▼ゴルフ部・大槻　恭介　部長

　10月17日に四輪会のゴルフコンペを万寿CC

で開催します。当クラブがホストですので、多数

のご参加をお待ちしております。

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

そ の 他 の 報 告



「令和元年度・市政運営方針について」

▼大松　桂右・八尾市長

・「八尾新時代の創造」のための６つの観点

１．次世代を担う子どもたちが大切にされるまち

２．つながりの豊かなコミュニティがあるまち

３．にぎわいと活気にあふれるまち

４．命を守り安全で安心して暮らせるまち

５．いきいきと活気にあふれる「健康都市やお」

６．地域分権時代にふさわしい持続可能なまち

　この観点から「すべての市民に光があたる」市

政運営を行う。そして、日本全体で人口減少が

進む中で、より多くの人に「選ばれるまち、暮らし

続けたいまち八尾」と感じていただき、すべての

世代が生涯を通じて生きがいを持ち、安心でき

て「生活がしやすくなった」という実感を得られる、

もっと元気になれる「新しい八尾」への成長を目

指す。

（参考・市長就任以後、決定した主な施策など）

・子ども医療費助成の対象を満１８歳まで拡充。

令和２年１月より実施。

・市長給与の３０％カット、退職金の１００％カット。

あわせて特別職の給与カット、退職金の５０%カッ

ト。（４年間で約９０００万円の削減）

・出張所での証明書発行等の窓口業務の再開

するための条例提案予定。９月定例会にて。

・公共交通の拡充、交通不便地における新たな

交通手段の確保のための八尾市域全体の実態

調査予算を上程予定。９月定例会にて。

▼笠井会長　大松市長、ようこそお越し下さいま

した。卓話よろしくお願い致します。

▼山本（勝）直前会長　宇野様、先日のコンペお

世話になりました。大松市長、本日の卓話よろし

くお願いします。孫が待機児童になっております。

▼小谷副会長　大松市長様、ようこそおいで下さ

いました。

▼吉田幹事　大松市長、ようこそお越し下さいま

した。卓話よろしくお願いします。

▼池尻会員　大松市長、暑いのにご苦労様です。

▼中川（將）会員　大松市長ようこそ。卓話楽し

みにしています。宇野様御世話になりました。例

会欠席お詫び。

▼寺坂会員　宇野さん、アーテックゴルフコンペ

お世話になりました。

▼中川（廣）会員　良い事が有ります様に。

▼稲田会員　良い事が有りました。

▼宇野会員　例会欠席お詫び。

▼田中会員　本日、大松市長、卓話楽しみにし

ています。日頃は更生活動にご支援頂き、感謝

しています！

▼川田会員　ダメ！絶対！運動ご協力よろしく

お願いします。

▼濵岡会員　残暑お見舞い申し上げます。宇野

さん、先日は大変お世話様でした。

▼奥谷会員　本日、大松市長の卓話楽しみにし

ています。写真有難う。

▼長竹・宮川・相馬・平尾会員　大松市長、卓話

宜しくお願い致します。

▼児林会員　残暑御見舞い申し上げます。台北

東公式訪問よろしくお願いします。

▼西村会員　大松市長、ようこそおこし下さいま

した。卓話よろしくお願いします。小さな良い事

が有りました。

▼大熊会員　宇野様、お世話になり、有難うござ

いました。

▼大槻会員　宇野様、先日のコンペありがとうご

ざいました。

▼友田会員　先日１泊で熊野に行って来ました。

ニ　コ　ニ　コ　箱卓　　　話



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

7/31

8/7

8/21

会員数

63

65

65

出席

42

51

42

うち出席規定
適用免除者

14

17

12

メーク
アップ

3

出席率

77.78％

86.44％

77.78％

確定
出席率

83.33％

とてもよかったです。

▼三木会員　ご夫人誕生日。

　　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

研修会

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

月 火 水 木 金 土 日

ガバナー
公式訪問

四輪会
ゴルフ

理事会

地区公共イメ
ージ向上セミナー

月 火 水 木 金 土 日

月

経済と地域社会
の発展月間
／米山月間
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