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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」

●ゲストの紹介

　　　コロン・えりか様

●出席報告

●委嘱状伝達

　　　2019-20年度地区大会

　　　　決議委員会委員　川田　隆会員

●ロータリーの友紹介

　　クラブ広報委員会　竹中浩人委員

●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　　 「共生社会と音楽」

　　　　　　　　　　　　　コロン・えりか様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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）

10/2　一般社団法人日本ほめる達人協会

　　　　　　理事長　西村貴好様

10/9　ガバナー公式訪問

10/16　大阪府警

10/23　大阪市長　松井一郎様

　先週のナイト例会にはたくさんの会員、ご家族にご

出席いただき、ありがとうございました。食事代で節約

した35,846円を、ポリオへ寄付させていただきます。

　さて今月は、基本的教育と識字率向上月間です。世

界には生活困難や貧困、紛争などで教育を受けること

ができない人たちがいます。世界人口の15％が読み

書きできない、とも言われています。文字が読めず、

計算もできないとなると、どれだけ困難なことでしょう。

また学校へ通学できない子どもも、依然として数多く

第2833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
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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



います。

　当クラブでは今年度、教育や識字率向上に貢献す

る事業をネパールで実施する予定です。つきましては

今月14～17日に、児林・濵岡会員とともに現地へ視察

に行ってきます。結果はまた、ご報告いたします。

▼本日例会後、理事会を開催いたします。

▼地区より、長崎・佐賀の豪雨災害に対する義援金に

協力依頼が来ております。募金箱をまわしますので、

よろしくお願いいたします。

▼11月2～4日に秋のRYLAが開催されます。出欠を

回覧しますので、ご記入ください。

▼八尾河内音頭まつりのチラシが届いています。必要

な方はお持ちください。

▼メークアップの取り扱いにつきまして、11月に新しい

手続要覧が発行されてから検討する予定です。それ

まではこれまで通り、前後２週間のみの扱いとします。

▼坂本　憲治　会員　（在籍35年）

　お祝いをいただき、ありがとうございます。これからもさら

に精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。

▼寺坂　哲之　会員　（在籍30年）

　早いもので在籍30年になりました。今までクラブにあまり

貢献していないのですが、これからも年齢も年齢ですの

で、あまり頑張りませんが、会員の品位は落とさないよう心

がけたいと思います。

▼高井　榮彌　会員

　お祝いをいただき、ありがとうございます。この歳まで生

きられたことに感謝いたします。

　先日の宇野会員のゴルフコンペは８月の暑いときで、終

盤は足が動かなくなりました。それでも先輩の佐野会員

は元気に歩いておられたので、筋肉トレーニングでもして

みようかと考えております。

　これからも精進してまいりたいと思いますので、お付き

合いをよろしくお願いいたします。

▼クラブ広報委員会・新宮　一誓　委員長

　昨日、都塚の外環状線沿い、アクロスプラザの向かい

側にポリオの看板を設置しました。この看板をバックに記

念写真を撮りたいと思いますので、お時間ある方はご参

加ください。

　また現在、クラブのホームページを更新中です。今月中

ぐらいで完成する予定です。

▼ゴルフ部・大熊　勉　副部長

　10月17日に万寿GCで四輪会のゴルフコンペが開催さ

れます。今回は八尾がホストですので、皆様奮ってご参

加ください。

「私を語る」

▼鍋島　圭太　会員

　７月に入会させていただきました。

私は八尾生まれで志紀小学校、

志紀中学校を卒業し、八尾高校に

入学しました。このあたりまでは順風満帆だったあのです

が、高校ではあまり勉強せず、サッカーばかりに一生懸

命になっていました。

　京都の大学で法学部に入りましたが、権威のある先生

に可愛がっていただき、そのまま助手になりました。いわ

ゆる「かばん持ち」として、学会などにもついていきました。

ただ、助手の収入だけではなかなか大変なので、大学内

にある司法試験の予備校のようなところで対策授業を担

当したりもしました。

会 員 特 別 表 彰

喜 寿 の お 祝 い

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



　余談ですが、このころは時間的に余裕もあったので、芸

能関係の仕事を手伝ったりもしていました。五木ひろしさ

んのコンサートに行った際には、昼と夜の２回公演の合い

間に五木さんが、休憩もせずに歌の練習をされていたの

には驚きました。さすが成功する人は違うと、今でも社員

に話したりすることもあります。また駆け出しのころの

SMAPの現場にも行きましたが、他の人たちとは明らかに

違うものを感じました。若いのに皆しっかりしているし、目

の色も違ったように思います。

　私の父は、プラスチックの板を切る仕事をしていました

が、ある時、奈良の会社を買収して父がそちらへ行くこと

になり、元々の事業を「手伝わないか」と言われました。

　そのころ大学では、「一人前になるためにはもう一度、

大学院に行き直さなければならない」という話がちょうど出

てきたため、大学を辞め、会社を継ぐことにしました。

　ところが父が数年後、急死してしまいます。病気がわ

かって1ヶ月、入院して1週間で亡くなってしまったのです。

私まだ、30歳代でした。その時、病院に駆けつけた銀行

の支店長に言われるまま実印を押した結果、借金をすべ

て引き継いで社長になりました。

　ロータリークラブには何年も前から声をかけてもらってい

ましたが、今年度の中川（廣）増強委員長や笠井会長に

も説得され、入会を決意しました。これからもよろしくお願

いいたします。

　ちなみに私は今、八尾市サッカー協会の会長も務めて

います。八尾中央RC様には大会のご支援をいただいて

います。ただ現実には、チームに入りたくても様々な事情

で入れない子もいます。そういう子どもたちに年に何回か、

サッカー教室を開いたりしていますので、また何かの機会

にお助けいただければ、ありがたく思います。

▼倉内　雅寛　会員

　私は税理士、そして行政書士を

しております。事務所は南本町に

あり、ここから歩いて数分のところ

です。

　税金に関することのほか、金融機関とのマッチングなど

もしています。「お客様の笑顔が報酬です」をキャッチフ

レーズに、地域密着で頑張っています。

　八尾商工会議所青年部では現在、副会長をしています。

八尾青年会議所には１年ぐらい在籍しただけですが卒業

し、現在はシニアクラブに所属しています。

　ロータリークラブには、中川（廣）会員に誘われて例会の

見学に行くと、いつの間にか入会する流れになってしまっ

ていました。

　そのほか大阪府行政書士会東大阪支部でも副支部長

を務めており、河内音頭まつりでも実行委員会に所属し

ています。

　家族は、妻と２男１女がいます。生まれは奈良県大和郡

山市で、働くようになってから八尾に出てきました。

　もともとはエンジニアを目指し、国立奈良高専に５年間

通った後、立命館大学の理工学部に３年から編入しまし

た。卒業時は就職氷河期でしたが、理系はまだましで、

ロート製薬に入社しました。

　妻の父が税理士をしていたので、私も勉強して、10年後

の2011年に税理士として開業しました。

　ロータリーのことはまだ全然わかっていないので、これ

からいろいろ参加したいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。

▼笠井会長　倉内会員、鍋島会員、「私を語る」宜しく

お願い致します。先週の家族例会、皆様ご協力頂き

ありがとうございました。誕生内祝い。

▼山本（勝）直前会長　鍋島さん、倉内君、卓話頑

張って下さい。

▼飯田会長エレクト・澁谷会員　ご夫人誕生日内祝い。

▼小谷副会長・相馬・平尾会員　倉内さん、鍋島さん、

卓話頑張って下さい。

▼吉田幹事　倉内さん、鍋島さん、卓話よろしくお願

いします。

▼佐野会員　例会欠席、反省。良い事が有りました。

▼高井・吉本会員　誕生内祝い。

▼坂本会員　在籍３５年内祝い。ありがとうございます。

▼寺坂会員　在籍３０年内祝い。

▼中川（廣）会員　ゴルフの調子、最悪です。平尾さん、

明日おてやわらかに。

▼稲田会員　良い事が有りました。

▼宇野・山陰会員　例会欠席お詫び。

▼川田会員　遅刻お詫び。

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

8/21

8/28

9/4

会員数

65

65

65

出席

42

45

46

うち出席規定
適用免除者

12

11

15

メーク
アップ

2

出席率

77.78％

84.91％

80.70％

確定
出席率

81.48％

▼濵岡会員　残暑お見舞い申し上げます。

▼柏木会員　鍋島さん、倉内さん、本日の卓話楽しみ

にしてます。いい事が有ります様に！

▼長竹会員　鍋島さん、倉内さん、「私を語る」楽しみ

にしてます。

▼野村会員　来週９月１１日（水）17：00より研修事業を

行いますので、ご出席よろしくお願いします。誕生内

祝い。

▼西村会員　良い事が有ります様に！

▼藤田会員　野球の練習できますように。写真有難う。

▼曽家会員　バッジ忘れお詫び。

▼倉内会員　本日、卓話よろしくお願いします。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

日時：２０１９年９月４日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告

3.8/28（水）夜間例会収支報告

4.新入会員（再入会）の件（松岡伸晃様）

5.指名委員会の件

6.秋の親睦旅行の件

7.研修事業の件

8.金光八尾高校インターアクトクラブ夜間

例会会食費の件

9.秋のRYLA登録の件

10.金光八尾高校文化祭・卒業式・入学

式祝いの件

11.「長崎・佐賀豪雨災害（令和元年８月

豪雨）義捐金の件

理事会議事録

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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