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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「国歌」「奉仕の理想」

●ゲストの紹介

　一般社団法人日本ほめる達人協会

　　　理事長　西村貴好様

●出席報告

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍30年　池尻　誠会員

会員年次表彰

　在籍　4年　大槻恭介会員

　在籍　4年　富田　宏会員

　在籍　4年　大熊　勉会員

　在籍　3年　相馬康人会員

●お誕生日御祝い

福田隆教会員・山陰恭志会員・田中康正会員・

森川充康会員・藤田隆司会員・

居相英機会員・曽家清弘会員

●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　「ほめ達が人と組織を活性化！」

～あなたの周りにはダイヤの原石がいっぱい～

　　　　一般社団法人日本ほめる達人協会

　　　　　　　理事長　西村　貴好　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

10/9　ガバナー公式訪問

10/16　大阪府警

　本日は泉博朗パストガバナーにお越しいただき、ありが

とうございます。この後、卓話をよろしくお願いいたします。

また加茂ガバナー補佐、吉﨑ガバナー補佐エレクトもよう

こそお越しくださいました。例会後にクラブ協議会をお願

いいたします。この後、田中・児林会員にローターアクトク

ラブについて10分ほど話をしていただきたいと思います

ので、会長の時間はこのへんで失礼いたします。

第2836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

会　長　の　時　間

八尾ロータリークラブ テーマ 会長　笠井　実



▼21日、地区の米山委員長・カウンセラー研修会に松井

会員に出席いただきました。

▼本日例会後、クラブ協議会を開催します。

▼緑の羽根募金に、ご協力をお願いいたします。

▼クールビズは本日で終了です。次週からはネクタイ着

用でお願いいたします。

▼加茂　次也・ガバナー補佐

　前年度に２回、ガバナー補佐エレクトとしておじゃま

いたしました。今回はガバナー補佐として訪問させて

いただいております。松本パストガバナーをはじめ、本

日は卓話者で泉パストガバナーもおられ、緊張してお

ります。一年間、よろしくお願いいたします。

▼吉﨑　広江・ガバナー補佐エレクト

　ガバナー補佐エレクトとして現在、見習い中です。本

日も、しっかり勉強させていただきたいと思っておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

▼青少年奉仕委員会・田中　康正　委員長

　11月2日より、秋のRYLAが開催されます。当クラブから

は、受講生が３名参加する予定です。まだ申し込み可能

ですので、18～30歳でご希望の方があれば、お申し出く

ださい。ロータリアンの参加も30日まで受け付けています。

▼インターアクト委員会・曽家　清弘　委員長

　11月10日に地区インターアクトの年次大会が、四天王

寺高校で開催されます。インターアクターの活動発表な

どがありますので、ぜひご参加ください。

▼稲田　賢二・ＳＡＡ

　食事に関するアンケートをお配りしております。6月に一

度実施し、現在の３社で一年間お願いしておりますが、

改善後の感想など、ご協力をよろしくお願いいたします。

▼社会奉仕委員会・川田　隆　委員長

　12月21日に、児林会員の高齢者施設でもちつきを行い

ます。インターアクターやローターアクターも招いて、彼ら

と高齢者をつなぐことも目指します。出欠を回覧しますの

で、ご参加ください。ただし駐車場には限りがあります。

▼国際奉仕委員会・児林　秀一　委員長

　今月14～18日に、ネパールを訪問してまいりました。水

のパイプライン建設の、途中経過を視察してまいりました。

水源から水を引く工事が、進みつつあります。5～7kmぐら

いの延長で、山から引いた水を供給する計画です。来年

に改めて、卓話で報告いたします。

　また11月3～5日の台北東ＲＣへの訪問は、本日で締め

切りいたします。18名が参加予定です。

「ローターアクトの意義」

▼児林　秀一・ローターアクト設立準備委員長

　ローターアクト準備委員会で昨日、結団式を開催し、10

名以上にご参加いただきました。私は今年度、地区委員

会に出向させていただいております。

　来年の60周年に向け、ローターアクトクラブを設立して、

クラブにも新しい息吹を吹き込むことができれば、と思い

ます。何とか今年度中に設立したいと考えております。

▼田中　康正・ローターアクト設立準備副委員長

　私の娘はローターアクトクラブに入会し、４年間続けてい

ます。これまで私の会社を手伝っていましたが１年前に独

立し、アパレル関係の仕事をしています。

　そこではやはりローターアクトクラブでの経験が生きてい

るようで、人脈や経験、スピーチ力などの恩恵があり、会

社の事業計画も上手に作れるようになりました。

　ローターアクターは社会貢献の精神も高く、多彩な職種

の人とも出会え、達成感も味わえます。

　我がクラブにはインターアクトクラブが約30年前からあり

ますが、ローターアクトクラブができることで、インターアク

トを卒業した人たちの行き先ができることになります。ぜひ

ガ バ ナ ー 補 佐 ご 挨 拶

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

▼泉　博朗・パストガバナー

　　　（大阪帝塚山RC）

　私は、松本新太郎ガバナーのとき

にガバナー補佐をさせていただき

ました。当時は高島凱夫パストガバナーも、同じガバナー

補佐でした。松本ガバナーは、２名もガバナーを輩出さ

れました。田中会員とも青少年奉仕でご一緒させていた

だき、井川会員には私がガバナーの年度にガバナー補

佐をしていただきました。本当に八尾ＲＣの皆様には、お

世話になっております。

　青少年奉仕はロータリーの五大奉仕の一つであります

が、なぜ青少年奉仕が大事なのでしょうか。それは日本

の、世界の将来は若者に託すしかないからです。今アメリ

カで発展している産業はGAFAと呼ばれる、IT関連企業

です。約40年前マイクロソフトから始まったIT革命はあっ

という間に世界を席巻しました。引き続き、GAFAと言われ

ている若者たちが新しい技術で世界を席巻しております。

　日本でも、明治維新の時は多くの若者たちが活躍しま

した。今や世界は、第4次産業革命に入ったと言われて

います。今こそ、お若い人々に活躍していただかねばな

らない時期でありますね。青少年の育成が大事なわけで

あります。

　ロータリーの青少年奉仕の形は様々ございますが、

ローターアクトもその一つであります。ローターアクトは18

歳から30歳までの若者を対象にしております。提唱クラブ

は支援すれど口は出さず、自主運営をさせるのが原則で

あります。様々な活動を自ら企画、運営することによって、

自らの力で育ってくれることを支援しております。その目

的は「親睦と奉仕」「リーダシップの育成」です。私たち

ロータリアンにとりましても、様々なメリットがあります。第

一は、お若い人たちと接することは活性化に大いに役立

ちます。今どきの知識、スマホであるとかを教えてもらうこ

ともできます。お若いロータリアンにとりましても、共に奉

仕活動をする機会が増えます。私も、彼らと一緒に熊本

地震の支援に2回行かせていただきました。

　さて昨年度、大阪帝塚山ローターアクトクラブを創設い

たしました。ローターアクトクラブを設立するにあたり、活

動内容の前に支援体制としていくつかの課題があります

が、まずは、クラブとして予算がどれぐらいになるかという

ことですが、私どもは、年30万円+例会場費としまして、例

会場は私の事務所でしていますので、実質0円です、も

ちろん多いほうがいいですし、平均的には50万円ぐらいと

思います。

　次は、会員の確保です。一度に集めるのは難しいので、

核になる会員を見つける事でしょう。これはローターアクト

経験者がいれば尚更いいでしょう。次に模擬例会などで、

徐々に会員を増やしていきます。15～20人をめどにして

いきます。

　そして、例会場です。アクト会員は基本働いていますの

で19時以後から始まるクラブが多いのもそのためです、

仕事帰りに集まりやすいところ、提唱ロータリアンも行きや

すいところ、毎回変わると集まる意欲が削がれます。いつ

もの時間にいつもの場所、まさにロータリーと同じですね。

　我が大阪帝塚山RACはようやく1年を過ぎ、定着した感

じがあります。思いの外、ロータリアンが馴染んでくれてい

ます。いろいろと課題も残っておりますが、結果的に良

かったと実感しております。

　経験者としてお手伝いできることもありますので、ご遠慮

なさらずに申し付け頂ければ、喜んでお手伝いさせてい

ただきますので、よろしくお願いします。

▼笠井会長　泉パストガバナー、本日はご多忙の中お越

し頂きありがとうございます。卓話よろしくお願い致します。

加茂様、吉﨑様、本日のクラブ協議会よろしくお願い申し

上げます。

▼山本（勝）直前会長　10月16日（水）秋の親睦日帰り旅

行、御参加よろしくお願い致します。マツタケと近江牛の

すき焼きです。

▼飯田会長エレクト　泉パストガバナー、卓話宜しくお願

いします。先週、60周年についてのクラブフォーラムあり

がとうございました。

▼小谷副会長　泉パストガバナー、卓話よろしくお願いし

ます。加茂ガバナー補佐、吉﨑ガバナー補佐エレクト、

協議会よろしくお願いします。

▼吉田幹事　泉パストガバナー様、加茂ガバナー補佐様、

吉﨑ガバナー補佐エレクト様、ようこそお越し下さいました。

▼松本会員　パストガバナー泉博朗様、ガバナー補佐加

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

9/11

9/18

9/25

会員数

65

65

65

出席

45

43

45

うち出席規定
適用免除者

15

12

15

メーク
アップ

1

出席率

78.95％

79.63％

78.95％

確定
出席率

80.70％

茂次也様、ガバナー補佐エレクト吉﨑広江様、ようこそお

いで下さいました。本日はよろしくお願いします。

▼居相会員　例会欠席お詫び。全快しました。

▼池尻会員　パストガバナー泉博朗様、ガバナー補佐加

茂次也様、ガバナー補佐エレクト吉﨑広江様、ようこそお

いで下さいました。

▼中川（廣）会員　泉パストガバナー、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。

▼井川会員　泉PG、ようこそおいで下さいました。卓話よ

ろしくお願いします。加茂AG、吉﨑AGE、クラブ協議会よ

ろしくご指導下さい。

▼稲田会員　食事のアンケート調査よろしくお願いします。

▼宇野会員　例会欠席お詫び。

▼川田会員　泉パストガバナー、加茂ガバナー補佐様、

吉﨑ガバナー補佐エレクト様、ようこそお越し下さいまし

た。本日よろしくお願いします。

▼田中会員　今週土曜日AM10：50分より富田林の球場

にて、昨年の優勝チーム、うつぼRCとの対戦です。八尾

RC野球部メンバー一丸となって戦ってまいります。時間

があれば応援宜しく！！

▼吉本会員　泉PG、ようこそお越し下さいました。卓話、

楽しみにしております。

▼山陰会員　早退お詫び。

▼長竹会員　稲田SAA委員長、お世話になります。

▼宮川会員　田中会員、八尾迄送って頂きありがとうござ

いました。山本昌市会員、餃子お世話になりました。

▼児林会員　泉パストガバナー、本日卓話よろしくお

願いします。例会欠席お詫び。

▼西村会員　また暑くなりましたね。

▼富田会員　大槻様、ありがとうございました。詳細は

内緒ですｍ（――）ｍ。

▼相馬会員　昨日は、ローターアクト発足委員会あり

がとうございました。

▼北野会員　良い事が有ります様に。

▼友田会員　八尾RACをぜひ設立しましょう。

▼曽家会員　昨日は、笠井会長、小谷副会長、吉田幹

事、皆様方有難うございました。

　　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

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

月 火 水 木 金 土 日

理事会 インターアクト
年次大会

秋のＲＹＬＡセミナー
（～4日）

台北東ＲＣ
公式訪問（3日～）

ロータリー
財団月間

月
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