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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「我らの生業」

●ビジターの紹介

　　RI２６６０地区パストガバナー

　　　泉　博朗様（大阪帝塚山RC）

　　RI２６６０地区ガバナー補佐

　　　加茂次也様（東大阪RC）

　　RI２６６０地区IM第４組ガバナー補佐エレクト

　　　吉﨑広江様（東大阪東RC）

●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

　　 「ローターアクトの意義」

　　パストガバナー 泉 博朗様（大阪帝塚山RC）

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

　濵岡・児林会員とネパールを訪問し今朝、関空に

帰ってきました。

　本日は「一隅を照らす」という、安岡正篤さんの言葉

を紹介します。感謝や隠匿などを忘れることなく、ただ

ほのかに一隅を照らしていきたい、という内容です。

　白井さんという柏原機械製作所の社長さんがかつて

おられました。この方は元々住友グループの方で、い

つもこの詩を読んでおられました。

▼14日、金光八尾高校の文化祭に小谷副会長ほか

で参加いただきました。

▼14日、地区のロータリー財団セミナーに小谷・北野・
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相馬会員に出席いただきました。

▼ネパールへ笠井会長と濵岡・児林会員が訪問され

ました。

▼19日は事務局が健康診断のため、お休みです。

▼21日、地区の米山カウンセラー研修会に松井会員

が出席されます。

▼25日の例会後、クラブ協議会を開催します。委員長

はご出席ください。

▼本日、昨年度の活動報告書をお配りしております。

ご一読ください。

▼本日は例会を延長し、２時まで行います。

▼大阪南RC・澤村　剛士　副会長、

　　國分　博史　財団担当理事

　昨年度にホストクラブを務められた八尾ＲＣ様はよくご理

解いただいていると思いますが、秋のRYLAを11月2～4

日に開催します。地区で開催する、18～30歳の青少年を

対象にした、リーダーシップ養成プログラムです。

　「君よ志高き人となれ」をテーマに、箕面で行います。社

員やご子息など、これからのリーダーとなられる方がおら

れましたら、ぜひご参加ください。

▼親睦活動委員会・山本　勝彦　委員長

　10月16日の例会後、秋の親睦旅行を開催します。信楽方

面でまつたけを味わいたいと思います。ご家族も参加できま

すので、多数のご参加をお待ちしております。

▼クラブ広報委員会・新宮　一誓　委員長

　先週例会後、外環状線沿いに設置したポリオ根絶のイメー

ジポスターを見学してきました。多数ご参加いただき、ありが

とうございました。

　またウェブサイトの改修が完了しましたので、またご覧くださ

い。内容も順次、更新していきたいと思います。

▼ロータリー財団委員会・北野　和男　委員長

　14日、地区のロータリー財団セミナーに小谷副会長と参加

しました。また地区委員として、相馬会員も出席されました。

財団について、勉強してきました。また11月は財団月間です

ので、寄付のご協力をよろしくお願いします。

▼インターアクト委員会・曽家　清弘　委員長

　14日、金光八尾の文化祭が開催されました。皆様には多大

なるご支援をいただき、ありがとうございました。バザーの収

益は昨年よりアップし、82,268円になりました。これをポリオ根

絶に寄付します。ご協力ありがとうございました。

▼クラブ研修委員会・野村　俊隆　委員長

　11日3時から、研修会を開催しました。入会3年程度が対象

で、29名が出席、懇親会にも24名参加いただきました。多数

のご参加をいただき、ありがとうございました。また研修をしま

すので、ご参加をよろしくお願いいたします。

「60周年フォーラム」

▼60周年準備委員会・中西　啓詞　委員長

　本日は４つのグループにわけて、60周年について話し合っ

ていただきます。

　まず記念式典と祝宴の内容につきましてですが、日時は令

和3年3月25日で、会場は帝国ホテルかリーガロイヤルホテル

で検討中です。近々決定する予定です。

　また記念事業につきましては国内と国際で、それぞれにつ

いてご意見をお聞きしたいと思います。

　記念誌の内容については、歴史を振り返っての座談会や、

会員のエッセーなどをこれまで収録しています。

　そして記念品はどのようなものがよいか、さらにその他のご

意見やご希望があれば、お聞かせください。

▼１グループ・池尻　誠　会員

　５周年とは違い、０周年は大事、という意見がありました。式

典では決まった形を遵守しながらも、その中で八尾らしく、恥

ずかしくないようなものにすべき、との声がありました。

　記念事業については、まず予算がどの程度の規模かにより、

それに応じて具体的な内容を検討していけばよいのではな

いか、との意見が出されました。予算が決まってきましたら、
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そ の 他 の 報 告
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その範囲内に収まるよう、２つ事業を行うか、あるいは１つに

絞るか、ということも含め検討していけばよいのではないか、

という意見がありました。

▼２グループ・中川　廣次　会員

　記念式典と祝宴については、飯田会長エレクトの「八尾らし

く」という方針のもとで、例えば高安の薪能などを上演するの

もいいのではないか、という意見が出されました。

　また記念事業につきましては、「国内に絞るべきだ」との意

見がありました。海外の事業の場合、検証ができない、また

実施後も活用されていないケースが多い、といった声が聞か

れました。

　記念誌に関しては、例えばＱＲコードで連携させて、動画が

見られるようにしてはどうか、といったアイデアも出されました。

記念品については、八尾にゆかりのあるものがいいのでは、

という意見がありました。

　これらの意見をふまえ、飯田会長の思いが形になればいい

のではないでしょうか。

▼３グループ・平尾　貴英　会員

　来賓をどこまで呼ぶか、という話も出ましたが、基本的にこ

れまで通りでよいのではないか、との意見が多かったです。

また50周年のときの式典が流れたことも考慮して、さらにライ

オンズクラブが同じ時期に式典を行うことが予想されますの

で、それも念頭に式典の計画を考えていく必要があるのでは

ないか、との意見が出されました。

　式典にはあまりお金をかけずに、なるべく事業へまわしては

どうか、という声もありました。また功労者の表彰をしてはどう

か、という意見もありました。

　記念事業については国内と国際のどちらにするか、というこ

とで「海外の事業では、後のトレースがしにくい」や「教育に関

する事業がいいのでは」などの意見が出されました。例えば

教育委員会の希望を聞いたり、あるいは自分たちで考えてた

りして、予算が少ない中でもいろいろと考えていこう、という声

がありました。

　記念誌は50周年並みのものがいいのでは、という意見や、

DVDにしてはどうか、という案もありましたが、一方でDVDは

あまり見ないのではないか、という懸念もありました。

　記念品は、歯ブラシセットなどの案が出ました。

　そのほかにも記念事業として、ゴルフ、釣り、ボーリング、

バーベキュー、ゴミ拾いをして歩く、などの事業をやってみて

はどうか、といった意見もありました。

▼４グループ・長竹　浩　会員

　式典と祝宴は「会員や家族のためになるようなものに」、「外

向きか内向きかを決めてから内容を考えるべき」、「さすが八

尾、と言われるような内容に」といった意見が出されました。

　記念事業については、「全員が参加できるようなものが望ま

しい」、「海外事業は難しい」、「地域に還元するようなものが

良いのでは」、「今ある事業を拡大して進めてはどうか」、「認

知度が向上するようなものに」などの意見がありました。

　記念誌は「本は１回見たら、しまってしまう」、「DVDは見な

い人も多い」、「写真が多い方がいい」、「家族の写真を掲載

するのもいいのでは」といった意見が出されました。

　記念品に関しては、いくつか候補を出して、投票で決めて

はどうか、といった声もありました。

▼飯田　寛光・会長エレクト

　東日本大震災の影響で50周年の記念式典が流れましたの

で、八尾RCとして０周年は20年ぶりのことになります。

　準備を進めるために、早く皆さんの意見を吸い上げたいと

思っていました。本日のフォーラムでも、それぞれ活発な意

見が出ていたようです。

　八尾らしい60周年になるように、会員全員が同じ方向に、

同じ気持ちで向かえるよう進めていきたいと考えています。こ

れからも皆さんのご意見をいただきながら取り組んでまいりま

すので、今後ともよろしくお願いいたします。

▼笠井会長　大阪南RC澤村様、國分様、よくおいで下さ

いました。60周年フォーラムよろしくお願い申し上げます。

ネパールから今朝帰ってきました。お疲れ様でした。

▼山本（勝）直前会長　タコ釣り、丸坊主でした。天気だ

けは、良かったです。大変お疲れ様でした。

▼飯田会長エレクト　本日、クラブフォーラムで沢山の御

意見頂けます様にお願いします。

▼小谷副会長　大阪南RC澤村様、國分様、ようこそおい

で下さいました。研修委員会の皆様、お疲れ様でした。

▼吉田幹事　大阪南RC澤村様、國分様、ようこそお越し

下さいました。

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

9/4

9/11

9/18

会員数

65

65

65

出席

46

45

43

うち出席規定
適用免除者

15

15

12

メーク
アップ

1

出席率

80.70％

78.95％

79.63％

確定
出席率

82.46％

▼佐野会員　ニコニコ箱発表当番、無事終わりました。ニ

コニコの収入は、奉仕事業費に使わせて頂きます。決し

て飲み食いには使いません。次週もよろしく。中川廣次さ

んありがとう。

▼中西（啓）会員　本日のクラブフォーラムよろしくご協力

いただきます様にお願い申し上げます。

▼中川（廣）会員　先週、田中君主催のボクシングジム

行って来ました。そして本日、小谷さんからグローブを貸

して頂きました。明日、行くつもりですが、今少し、いやに

なりかけてます。小谷さん、すぐにグローブを返すかも？

です。すいません。

▼稲田会員　山本勝さんお世話になりました。ボウズのう

えにエンジンススまみれでした。

▼川田会員　会長、児林さん、濵岡さん、長旅お疲れ様

でした。

▼濵岡会員　笠井会長、児林委員長、この度は大変お

世話になり有難うございました。

▼柏木会員　佐野さんのご発表、こちらが緊張します。

佐々木先生お世話になりました。少し良い事が有りました。

▼長竹会員　６０周年フォーラム、宜しくお願い致します。

▼野村会員　先週の研修会・懇親会に多数ご出席いた

だきありがとうございました。研修会でロータリーを学んで

いただき、懇親会でロータリアンを知っていただき、二次

会で本性を知っていただきました。次回もこれにこりずに

ご参加よろしくお願いします。

▼西村・鍋島会員　例会欠席お詫び。

▼大槻会員　良い事が有ります様に！ご夫人誕生日。例

会欠席お詫び。

▼富田会員　先週11日は遅くまで、新入会員研修会あり

がとうございました。良い事がありました。

▼相馬会員　先週の研修会、委員会の皆様ありがとうご

ざいました。フォーラムよろしくお願いします。

▼曽家会員　金光八尾高等学校文化祭、無事終わりまし

た。皆様有難うございました。又、先日は山本さん、稲田

さん、長竹さんに朝早くから、色々と有難うございました。

▼平尾会員　山本直前、飯田エレクト、先日はありがとう

ございました。

▼倉内会員　良い事が有りました。

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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