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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」

●ビジターの紹介

　　大阪南ロータリークラブ　●●●●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　　 「６０周年　フォーラム」

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

　指名委員会につきまして、理事会で会長に一任い

ただきましたので、発表させていただきます。

　委員長に一昨年度会長の菅野会員、委員に笠井・

飯田・佐野・井川・小林・宮川・西・大槻会員の計9名

で構成いたします。

　またローターアクトクラブ設立準備委員会は、委員長

に児林会員、副委員長に田中会員、顧問に井川・佐

野会員、委員に濵岡・稲田・大槻・宮川・曽家・藤田・

小谷・友田・相馬・山本（隆）・吉田・西会員です。

　よろしくお願いいたします。

▼8日の八尾河内音頭まつりに、笠井会長に参加い

ただきました。

▼14～18日、ネパールへ会長と児林・濵岡会員に訪

問いただきます。

▼金光八尾高校の文化祭に、小谷副会長ほかで出

席します。

▼14日、地区のロータリー財団セミナーに小谷副会長、
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北野会員に出席いただきます。

▼先週の理事会の議事録を、会報に掲載しています。

このうち義援金につきましては、32,500円を地区へ送

金いたしました。

▼クールビズは今月いっぱいで終了します。来月から

は、ネクタイ着用でお願いいたします。また来年のクー

ルビズ期間も、ジャケットは着用ください。

▼クラブ広報委員会・竹中　浩人　委員

　今月の基本的教育と識字率向上月間にちなんだ特集

は「言葉が人の未来を育てる」です。また10月24日は世

界ポリオデーです。

　このほか、「ラグビーから学んだ和の心」もご一読くださ

い。「この人を訪ねて」では、八尾東ＲＣの木村皓一会員

が紹介されています。興味深い記事がたくさんありますの

で、ぜひお読みください。

▼飯田　寛光・会長エレクト

　これから60周年準備委員会を進めてまいりますが、皆様に

テーマと方向性をお示しして、ご協力を仰ぎたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

　60周年のテーマとして「ロータリアンらしく！　八尾RCらし

く！」を掲げてまいりたいと思っております。

　「ロータリアンらしく」につきましては、気品ある、寛大でやさ

しく、思いやりがあり、謙虚で真面目。それがロータリアンであ

ると思います。

　また「八尾ＲＣらしく」として、威厳はあるが、あまり無理をせ

ず、八尾らしさを表現したいと思います。細部まで目の行き

届く、きめ細やかな気配りが可能な組織です。その歴史と伝

統と文化をいかして、皆様の記憶に残る60周年にしていきた

いと思います。

　これからいろいろな課題を考え、決定し、実行し、結果を残

す、その時々にこのことを思い出してください。そして「四つ

のテスト」に照らし合わせて共に進んでいけたら、と思います。

　この60周年を経験することにより、八尾ＲＣはまとまり、筋肉

質になり、本当に八尾ＲＣらしくなれれば、と思います。今後、

皆様方のご支援、ご協力をいただけますよう、よろしくお願い

いたします。

▼60周年準備委員会・中西　啓詞　委員長

　ただいま飯田会長エレクトからご説明のありましたテーマと

思いを実現するために、今後どのように進めていくか皆様とと

もに考えてまいりたいと思います。本日は委員長、副委員長

まで記入した組織図の案をお配りしております。皆様にはこ

の中のいずれかに所属していただき、全員で取り組んでまい

りたいと考えております。

　また次週は、例会の時間を延長していただいて、60周年に

関するフォーラムを開催したいと思います。なお式典と祝宴

の日程は、都合により令和3年3月25日に変更させていただ

いております。会場については、帝国ホテルかリーガロイヤ

ルホテルのどちらかで、近日決定したいと考えております。

　記念事業については、国内・国際の事業について、またそ

の対象なども含め、皆さんのご意見をいただきたいと思いま

す。記念誌についてもどのような内容が良いのか、座談会や、

会員の皆さんからエッセイを寄稿してもらうなど、ご意見をう

かがいたいと思っております。そして記念品はどのようなもの

がよいか、についても考えていきたいと思います。

　その他、60周年に関するご意見、ご希望をどうぞお聞かせ

ください。次週は時間を30分延長していただきますので、ぜ

ひご参加ください。

▼国際奉仕委員会・児林　秀一　委員長

　14～18日にネパールへ行ってまいります。パイプラインの

設置と学校建設の下見に行ってきます。また現地の現状の

写真が届いていますので、回覧します。

　そして台北東ＲＣ公式訪問について、出欠回答がまだの方

はご記入ください。

▼クラブ広報委員会・新宮　一誓　委員長

　本日例会後、都塚のアクロスプラザ西向かいに設置したポ

リオ根絶のイメージポスターを見に行きます。見学を兼ねて

現地で記念撮影も行いますので、お時間のある方はご参加

ください。

▼インターアクト委員会・曽家　清弘　委員長

　金光八尾の文化祭でのバザーにたくさんの商品をご提供

いただきまして、ありがとうございます。おかげさまで事務局

に置く場所がなくなるぐらい、たくさんいただきました。

　本日で締め切りとさせていただき、先方に届けてきます。14
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日の文化祭には、皆様もぜひお越しください。

▼親睦活動委員会・澁谷　登志和　副委員長

　秋の親睦旅行を10月16日に、信楽方面で開催します。ま

つたけや近江牛を味わいます。ご家族も参加可能ですので、

お申し込みください。

▼クラブ研修委員会・富田　宏　副委員長

　本日午後5時より、研修委員会を開催します。また6時30分

から、籠乃屋で懇親会を行います。ご出席の方はよろしくお

願いいたします。

▼野球部・田中　康正　主将

　いよいよガバナー杯の野球大会が始まります。５月から

毎週、練習を重ねてきましたので、その成果を発揮すると

きです。9月28日から5試合を戦いますので、ご声援をよ

ろしくお願いいたします。大阪天王寺ＲＣからも２名、助っ

人に来ていただいています。「青春をもう一度」という方は

ぜひ、野球部へお入りください。

「共生社会と音楽」

▼コロン・えりか様

　　（オペラ歌手、駐日

ベネズエラ大使夫人）

　弟がいつもお世話になって

おります。私はふだん東京に

おりまして、東京のＲＣに卓話でお呼びいただくこともござい

ます。ただ、八尾には特別の思いがありまして、学生時代に

運転免許を八尾で取得しました。この街で、世界に通用する

運転技術を身につけさせていただきました。

　本日は音楽の役割について、お話しさせていただきます。

El Sistema（エル・システマ）というもので、ベネズエラの音楽

の奇跡とも呼ばれています。魂の教育としてベネズエラが発

祥ですが、まずはそのビデオをご覧ください。

　有名な指揮者も参加し、日本でも公演を行っています。どう

して子どもたちはこんなに上手になったのかと言いますと、２

歳から音楽を始め、学校に行くようになっても放課後の音楽

が子どもたちの居場所になっています。

　今ではベネズエラだけでも100万人が参加しています。「音

楽を奏でて闘え」というキャッチフレーズですが、これは音楽

を通じて自分の困難に立ち向かえ、ということです。

このプログラムは、スラム街の子どもたちも通えるようにと、す

べて無償で行われています。そしてこの動きは、世界にも広

がっています。

　プログラムの特徴としてはは、完全無償で、やる気さえあれ

ば誰でも入れることです。初めての子でもあたたかく受け入

れ、責任感や協調性を養える場になっています。そして子ど

もたちの自己肯定感も育成し、その子どもたちの音楽を通じ

て地域コミュニティを育成することにまでつながっています。

　「インクルージョン」という言葉があります。日本語に訳すと

「包含」などの意味ですが、対等に関わり合いながら、一体化

している状態のことを指します。子どもたちの中には目の見え

ない子や耳の聞こえない子、ダウン症の子なども入っていま

す。もちろん健常者の子どももいます。

　これをモデルに日本でも、３年前から活動しています。私も

東京のホワイトハンドコーラスというところに、芸術監督として

関わらせていただいています。

　目の見えない子は、想像力が豊かです。また耳の聞こえな

い子は、人の表情を読み取ることなどが非常に上手です。こ

こではマイナスから０を目指すのではなく、０からプラスを伸

ばしていく考え方です。

　ベネズエラからは今年も来日する予定なので、ぜひ大阪で

も公演できれば、と思っています。

　国連の条約では「障害は個人にではなく社会にある」とされ

ています。例えば、車いすの人が段差などで建物に入れな

いのは、車いすに乗っている人が悪いわけではなく、施設に

責任があるという考え方です。

　またハード面だけでなく、それに気がつく人と力のある人が

いれば、段差も簡単に乗り越えられる、ということです。このよ

うに、お互いに生きやすい社会になればいいな、と考えてお

ります。

　エル・システマ・ジャパンは、東日本大震災を契機に2012

年に設立されました。福島の相馬市でも活動しています。そ

こでは子どもたちは、とても表情が豊かです。そしてベルリ

ン・フィルとも共演を果たしています。

　目の見えない子と耳の聞こえない子がいますが、目の見え

ない子は耳の聞こえない子の手話が見えません。それでも

子どもたちは、お互いにコミュニケーションする方法をどうに

かして探るのです。

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

8/28

9/4

9/11

会員数

65

65

65

出席

45

46

45

うち出席規定
適用免除者

11

15

15

メーク
アップ

0

出席率

84.91％

80.70％

78.95％

確定
出席率

84.91％

　共生社会をつくるためには、思い込みや怖れはマイナスに

なります。「私は普通」と考えるのは、「普通じゃない」人を生

み出すことにもつながります。

　一方で、好奇心や工夫はプラスになります。私もあなたも

「唯一無二」、オンリーワンという考え方の方が、ハッピーにな

りやすいのではないかと思います。

　音楽は、人を変える力があるものです。音楽が社会の役に

立てば、と考えて活動しています。そして私は、音楽の力で

危機的状況にあるベネズエラをも変えることができるのでは

ないか、と本気で信じています。

▼笠井会長　コロン・えりか様、松本章吾様、ようこそおいで

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　コロン君のお姉様、本日の卓話よろし

くお願い致します。ネパール訪問、週末から御苦労様です。

特に濵岡様、迷子にならないようにお祈りします。

▼飯田会長エレクト　エリカさん卓話楽しみにしています。

▼小谷副会長・吉田幹事　コロン・えりか様、卓話よろしくお

願いします。

▼中西（啓）会員　コロンさん、本日の卓話よろしく。

▼中川（將）会員　娘が大阪柏原ロータリークラブ、入会させ

て頂きました。榊原先生の公文の関係で御世話になってい

た関係上どうしてもと言われて入会したみたいです。

▼村本会員　誕生内祝い。

▼小山会員　在籍内祝い。

▼中川（廣）会員　田中さん、昨日は御世話になりました。こ

れからもよろしくお願いします。

▼菅野会員　本日、研修委員の参加よろしくお願いします。

▼稲田会員　野球部決起集会お疲れ様でした。

▼川田会員　本日、社会奉仕委員会よろしくお願いします。

▼田中会員　中川廣次会員、ついにボクサーデビューしまし

た！！昨日は、大変、お疲れ様でした。

▼濵岡会員　本日、卓話楽しみにしております。良い事が有

りました。

▼松井会員　神さま！良い事が有ります様に！

▼奥谷会員　バッジ忘れお詫び。

▼長竹会員　コロン・えりか様、本日、宜しくお願いします。

▼宮川会員　コロン・えりか様、松本章吾様、本日は卓話を

楽しみにしてます。

▼野村会員　本日17時より商工会議所において研修会を行

いますので、ご出席よろしくお願いします。

▼児林会員　例会欠席お詫び。

▼福田会員　まだまだ暑さが続きますが、みなさま、お体に

気を付けて下さい。

▼富田会員　欠席多くて申し訳ありません。例会欠席お詫び。

▼藤田会員　野球部決起集会お疲れ様でした。

▼北野会員　会員の皆様いつもニコニコありがとうございます。

▼曽家会員　先日は、飯田さん、吉田さん、田中さん、児林

さん、大槻さん、お忙しい中、有難うごさいました。又、野球

部の皆様、お疲れ様でした。

▼平尾会員　良い事が有りました。

▼竹中会員　野球部の皆様、昨日はありがとうございました。

コロン・えりか様、卓話楽しみにしてます。

日時：２０１９年９月１１日（水）

承認事項

1.RAC設立準備委員会構成の件

2.指名委員会構成の件

持ち回り理事会議事録

ニ　コ　ニ　コ　箱
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