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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「四つのテスト」

●ビジターの紹介

RI2660地区ガバナー 四宮孝郎様（大阪西南RC）

地区副代表幹事　吹田康雄様（大阪西南RC）

大会実行委員　梅本禎親（大阪西南RC）

倉本　巌様（京都平安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　「ガバナー公式訪問」

　　　国際ロータリ第2660地区

　　　　ガバナー　四宮孝郎様様（大阪西南RC）

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

10/16　大阪府警

　金光八尾よりバザーの商品提供者へ、直筆のお礼状を

いただいています。懸命に商品を販売して、しかもその収

益をポリオ根絶に寄付してくれる気持ちには、頭の下がる

思いです。

　さて今月は、経済と地域社会の発展月間です。貧困の

根絶などをめざすものですが、世界には１日1.25ドル以

下で暮らす人が数多くいます。月額で約3,900円です。

　対策としては若者の失業率を下げることや職業訓練、

奨学金などが考えられます。また農業の支援として、自分

たちで栽培ができる方法をおしえてあげることで継続的

に収入が得られます。

　RCでも、様々な事業を通じて貧困に取り組んでいます。

▼9月27日に藤田会員のお母様がお亡くなりになりました。

▼クールビズを終了し、本日からはネクタイ着用です。

▼本日例会後、理事会を開催いたします。

▼10月4日のクリーンキャンペーンに、川田会員に参加い

ただきます。

第2837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

幹　事　報　告

八尾ロータリークラブ テーマ 会長　笠井　実



▼４日にフレッシュロータリアン親睦交流会が開かれ、大

橋会員に参加いただきます。

▼８日の治安対策会議に、笠井会長に出席いただきます。

▼次週はガバナー公式訪問です。ジャケットとネクタイを

着用ください。例会後、記念撮影を行います。

▼長崎・佐賀豪雨災害義援金のお礼が届いております。

▼東大阪中央RCより、元阪神タイガースのマートン氏に

よるサイン会の案内が届いております。

▼池尻　誠　会員（在籍30年）

　40歳でJCが終わった年の4月に八尾商工会議所青

年部のチャーターメンバーとして入会し、10月に八尾

ＲＣに入会させていただきました。当時は怖い人ばか

りで、ずっと皆出席でした。

　私もそろそろ終活を考える時期ですが、ＲＣだけは

死ぬまで続けるのかな、と思います。これからもよろし

くお願いいたします。

▼2000～01年度 米山奨学生・トウポウシアオ

ン・コヘレティ様（トンガ王国）

　私は、近畿大学で1998～2002年まで学びました。ま

た2000～01年に米山奨学金を頂戴し、八尾RCでお

世話になりました。

　その後、福岡で大学院に進み、不動産業に従事しま

した。そしてトンガに戻り、日本のODAの建築関係の

仕事をしています。

　いろいろとありがとうございました。

▼インターアクト委員会・曽家　清弘　委員長

　先日の金光八尾の文化祭でバザーに商品をご提供い

ただいた皆様に、生徒たちから感謝の手紙をいただきま

した。

▼国際奉仕委員会・児林　秀一　委員長

　先日申し込みを締め切りましたが、台北東ＲＣへ11月3

～5日に訪問してまいります。なお次週の例会後に、説明

会を行います。

▼ローターアクト設立準備委員会・田中　康正　

委員長

　本日16名で、大阪御堂筋本町と東大阪へローターアク

トクラブの見学に行ってきます。

　また野球同好会からですが、日曜日に大阪うつぼＲＣと

試合を行い、11－1で敗れました。ただ、課題もいろいろ

と見つかりました。これからますます強くなりたいと思いま

す。今週末も試合がありますので、応援よろしくお願いい

たします。

「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・

西村　貴好　理事長

　ロータリークラブで講

演するのは、約10年ぶり

です。ロータリーの方々

は皆様ご立派なので、

私の話は必要ないな、と思っていたのですが、今回は長

竹様からの依頼でお受けしました。

　ほめるということは、経営資源を最大限に活用すること

です。私の話を本当に聞いてほしいのは、皆様の会社の

従業員の皆さんです。住友生命様でも２割、業績が向上

しました。うつや自殺者を減らすのが本当の目的ですが、

業績を上げてもらうためにも活用いただいています。鳥貴

族さんやスカイマークさんなどで、研修を行ってきました。

スカイマークは定時運行率が２年連続でナンバーワンで

す。ほめることについては最近、産経新聞でも取り上げら

れました。

　それではここで、皆様の集中力をテストします。まずは

立ち上がって、まわりの方と握手してください。次にビデ

オを流しますので、白い服の人によるパスの回数を数え

てください。ところでこのビデオの中で、皆さんはゴリラが

見えましたか。実は結構しっかりと登場しているのですが、

回数を数えるのに気をとられていた人には、見えなかった

かもしれません。

　そこで、皆さんは「仕事も同じようにしていませんか」、と

いうことです。感謝すべきものがたくさんあるのではない

か、と考えてみてください。パスを数えるのに気をとられて、

在 籍 表 彰

元 米 山 奨 学 生 が 来 訪

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



ゴリラが見えていないのではないでしょうか。

　仕事をしっかりやって、やりがいや働きがいも見つけること。

さらに価値あるもの、感謝すべきものを発見してください。

　最も恐ろしいのは、「ありがとう」の反対である、「当たり

前」です。当たり前と思った瞬間に、感謝を忘れるのです。

褒めるにはまず、感謝を伝えることです。私の最初の成

功例である鳥貴族さんでは、ほめることに方針を変えまし

た。すると17歳のアルバイトの子が「見張られているので

はなく、見守ってくれている」と言ってくれたのです。

　三重県の自動車教習所は「ほめちぎる教習所」として有

名です。いろんなことをほめるので、みんな喜んで来てく

れます。「そんなことで運転は大丈夫か」と思われるかもし

れませんが、現実には卒業検定の合格率は上がり、卒業

生の事故率は下がっているのです。

　今の若い人は、知覚的防御が働くと、心のコップが下を

向いてしまいます。そうなると、聞いているけど聞いていな

い状態です。相手の心の構えができてから、アドバイスを

与えることが大切です。「浮き輪言葉」という言い方があり

ますが、失敗した人は少なからずパニックになっています。

そうした人にとって、浮き輪になるような言葉を用意してお

いてあげるのが重要です。

　成長や貢献の実感も大切です。「成長の実感」につい

ては、ゲーム世代はこれをゲームで味わっています。仕

事でも、レベルアップを実感できる機会をつくってあげる

必要があります。「貢献の実感」では、ボランティアをする

人も多くいます。自分がいかに役に立っているか、実感し

たいのです。

　こうした小さな気づきを、ねぎらいとして差し出してあげ

ることが必要です。さらに「ほめさせてねぎらう」ことも重要

です。部下に、その部下をほめさせることで、２重３重に

心の栄養がもらえるのです。

　皆さんのまわりには、ダイヤの原石がたくさんあります。

ぜひ、その経営資源を活かしていただければと思います。

▼笠井会長　西村貴好様、本日は卓話よろしくお願いし

ます。トｳポシアオシ・コヘレティ様、ようこそお越し下さい

ました。久しぶりの当クラブで、ゆっくりおくつろぎ下さい。

▼小谷副会長　今週日曜日にシニア選手権予選に出場

します。多分予選落ちです。玉砕してきます。

▼吉田幹事　来週例会、ガバナー公式訪問です。出席よ

ろしくお願いします。

▼居相・山陰会員　誕生内祝い。

▼寺坂・西会員　例会欠席お詫び。

▼池尻会員　在籍内祝い。ご夫人誕生日。

▼中川（將）会員　１９年前にカウンセラーをさせていただ

いたトゥポウ君、わざわざ当クラブを訪問してくれてありが

とうございます。立派な社会人となられうれしい限りです。

▼山本（昌）会員　昨々日、松下幸之助の人生「パナソ

ニックミュージアム」行って来ました。皆様もぜひ一度いっ

ては？大変よかったです！ご夫人誕生日。

▼中川（廣）会員　良い事が有ります様に。

▼菅野会員　まだまだ暑い日がつづいてます。皆様、体

には気をつけましょう。

▼濵岡会員　良い事が有りました。

▼宇野・松井・平尾会員　ご夫人誕生日。

▼稲田会員　先週のガバナー杯野球大会第１回戦全く

手がでませんでした。悔しいです。今週ガンバリます。

▼川田会員　本日、東大阪RAC定例会ご出席の方、よろ

しくお願いします。

▼田中会員　先日、野球の応援に小谷副会長、鍋島会

員、かけつけて頂き、ありがとうございました。次は勝利し

ます。ご夫人誕生日。

▼長竹会員　西村理事長、本日は宜しくお願い致します。

▼澁谷会員　稲田SAA委員長、たいへんお世話になりま

した。小谷さんありがとうございました。例会欠席お詫び。

▼宮川会員　竹原会員より長竹さんラクビー招待ありがと

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

9/18

9/25

10/2

会員数

65

65

65

出席

43

45

45

うち出席規定
適用免除者

12

15

14

メーク
アップ

2

出席率

79.63％

78.95％

80.36％

確定
出席率

83.33％

うございました。ご夫人誕生日。

▼西村会員　先日の野球部試合は残念でした。次戦

必勝祈念しています。

▼富田会員　ガバナー杯戦力にならずに申し訳ありま

せんでした。在籍内祝い。

▼大熊会員　年次表彰ありがとうございます。これから

もご指導のほど、よろしくお願い致します。ご夫人誕生

日。

▼大槻・相馬会員　在籍内祝い。

▼曽家会員　先日の野球試合は残念ながら、負けてしま

いましたが、次回は、ぜひとも勝って初勝利を祝いたいと

思ってます。又、小谷副会長、差し入れ有難うございまし

た。今日の夜RAC例会宜しくお願いします。誕生内祝い。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

日時：２０１９年１０月２日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.親睦旅行事務局参加の件

3.八尾市市民憲章推進協議会会費の件

4.秋のRYLA登録費の件

5.米山奨学制度についてのアンケート

6.インターアクトクラブ年次大会の件

7.八尾中央ライオンズクラブ45周年記念

式典の件

8.地区大会信任状の件

9.四和会事務局参加の件

理事会議事録

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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