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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

大阪府警本部生活安全部少年課

　少年育成室課長補佐　警部　稲垣英治様

大阪府八尾警察署

　生活安全課長　警視　井上正和様

谷口善紀様

●出席報告

●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　「少年非行の現状」　

　　　　　　　～大麻・特殊詐欺・サイバー補導～

大阪府警本部生活安全部少年課

　少年育成室課長補佐　警部　稲垣英治様

大阪府八尾警察署

　生活安全課長　警視　井上正和様

●閉会　「点鐘」

　会長に就任して３ヶ月半が経過しましたが、これまでは

PETSで学んだことに従って、事業を行ってまいりました。

　8月には家族例会を開催し、15名のご家族に参加いただき

ました。インターアクターらも出席してもらい、当日の食事は

節約して差額をポリオ根絶へ寄付しました。また職業分類を

見直し、新しい業種の、若い方も入会してくれました。

　これからもガバナーの方針に基づき、相手の本当のニーズ

はどこにあるのかを考えながら、引き続き取り組んでいきたい

と思います。

▼本日例会後、ガバナーを迎えて記念撮影を行います。

▼10日に四和会が開催されます。

▼12日、地区の公共イメージ向上セミナーが開かれ笠井

会長と飯田会長エレクト、新宮会員に出席いただきます。

第2838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



▼台風15号千葉県への義援金にご協力をお願いします。

▼地区大会に関し、申込用紙をお配りしておりますので、

ご提出ください。

▼日本のロータリー100周年記念のバッジを、本日お配り

しています。

▼地区副代表幹事・吹田　康雄様、

 　地区大会実行委員会委員・梅本　禎親様

　今年度の地区大会では、おおむね入会3年未満の会

員を対象に、フレッシュロータリアン歓迎昼食会を開催し

ます。他クラブのたくさんの同期と、親睦と交流を深めて

いただければと思います。

　また2日目は公開シンポジウムとして、ラグビー大畑大介

さんと、プロ野球の鳥谷敬さんに参加いただきます。「若

者が躍進するする世界を目指して」をテーマに、青少年に

ついて考えます。多数のご参加をお待ちしております。

▼米山奨学委員会・松井　良介　委員長

　今月は米山月間です。今年度は、米山の本来の使命に適

合する人を支援するためにどうすべきか、考えてみたいと

思っております。

　奨学生の推薦制度や運営方法などについて見直すべきで

はないか、という意見もありますので、本日アンケートを行い

ます。２週間までにご提出ください。

　結果は卓話で発表し、地区への提案もしたいと考えており

ます。ご協力をよろしくお願いいたします。

▼国際奉仕委員会・児林　秀一　委員長

　11月3～5日、台北東ＲＣの56周年式典に参加してまいりま

す。参加される方には、例会後に説明会を行います。

　また6月6～10日に、国際大会がホノルルで開催されます。

航空券とホテルをおさえていますので、ご希望の方はお申し

出ください。

▼ゴルフ部・大槻　恭介　部長

　次週、四輪会を万寿GCで開催します。また、クラブの秋の

コンペを田辺CCで11月21日に開催します。多数のご参加を

お待ちしております。

▼野球同好会・濵岡　千寿郎　部長

　日曜に大阪城北ＲＣと対戦し、7－7で引き分けました。来週

は強豪の八尾東ＲＣと対戦します。何とか一矢を報いたいと

思います。

「ガバナー公式訪問」

▼国際ロータリー 第2660地区

　　ガバナー　四宮　孝郎　様　（大阪西南ＲＣ）

マーク・ダニエル・マローニーRI会長テーマ

“ROTARY　CONNECTS　THE　WORLD”

　　～ロータリーは世界をつなぐ～

　マローニー会長はこのテーマを決めるにあたり、次のような

思いを語っておられます。

『ロータリーを通じて、私たちはつながります。

　ロータリーで私たちは、お互いの違いを超え、深く、意義あ

るかたちでお互いにつながることができます。ロータリーがな

ければ出会うことがなかった人びと、職業上の機会、私たち

の支援を必要とする人たちとのつながりをもたらしてくれます。

　私たちは互いに、また地域社会とつながり、同じクラブの会

員だけでなく、私たち全員が属する世界的コミュニケーション

の人たちとつながっています。

　ロータリーでの体験の中核にあるのが、このつながりです。

それがあるから、私たちはロータリーに入会し、ロータリーにと

どまるのです。ロータリーを成長させる方法も、つながりありま

す。そして、これが2019-2020年度のテーマです。

　比類なき基盤を有するロータリーを通じて私たちは、人類

の素晴らしい多様性とつながり、共通の目的を追求しながら

末永く深い絆をつくり出します。』

　この身近な言葉で語られているRI会長テーマに基づき2019

～20年度、第2660地区年次目標を6項目掲げました。

1.　クラブビジョンの策定

　近年、国際ロータリーでは、柔軟性と多様性が強調されて

おり、大きな潮流の変化は加速度的に進んでいます。その為

私たちの地区、及びクラブの地域特性、歴史、規模に合った

独自のビジョンを策定する必要があります。

　　まずクラブ内の分析をしなければなりません。

●年齢分布表　（10年前・5年前・現在）

●平均年齢　（10年前・5年前・現在）

●過去10年間の入退会者数

地 区 大 会 の ご 案 内

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



　この分析結果をもとにクラブ内で話し合う機会を作り、会員

相互で問題意識を共有しましょう。そして「変えてはならない

ロータリー」「変えなければならないロータリー」を各クラブに

て明確にしましょう。

2.　会員基盤の強化を計る

　職業分類制度を今一度見直し、男女の構成比、及び年齢

別分類の分析をもとに、多様な会員の入会を促進する必要

があります。一方で会員が退会する原因を把握し、その改善

に努めなければなりません。

3.　ポリオ撲滅への協力

　ポリオ撲滅はロータリーの最優先事項であり、世界中で撲

滅されるまで、この活動を続けなければなりません。

4.　ロータリー財団への寄付増進

●年次基金　　　1人あたり150ドル

●ポリオ基金　　1人あたり50ドル

●恒久基金　　　ベネファクター　各クラブ1人以上

5.　米山記念奨学会への寄付増進

●1人あたり3万円

6.　公共イメージの向上を計る

　IMロータリーデーやクラブ事業等を利用して、会員以外に

ロータリーに触れて頂く機会を設けることを強く推奨致します。

●My　Rotary登録率　　　60％以上

●クラブセントラル活用率　　　75％以上

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

クラブへの強調事項

①効果の持続性が期待される有意義な奉仕事業（活

動の絞込み）

　近年、残念ながら会員数が減少しているクラブにおいては、

各奉仕部門の委員会を兼務されている委員長もおられます。

その状況でも充実した奉仕活動を実践されていることは素晴

らしいことですが、ともすれば単に過去の活動の踏襲に陥り、

検証すれば実際のニーズと離れたものになるケースがあるか

もしれません。

　今年度は再度検証され、奉仕活動を絞り込み、より一層有

意義な活動をされることも選択肢の一つとして推奨致します。

②ロータリーファミリーの絆を深める

　ロータリーファミリーとは、青少年奉仕部門（インターアクト・

ローターアクト・青少年交換・RYLA）や米山奨学生、財団奨

学生等ロータリープログラムのメンバー、並びに卒業・経験者

であるロータリー学友の人達を表します。　

　このロータリーファミリーの絆を深めることが、これからの

ロータリーを支える礎となります。様々な機会を捉えて会員の

方にファミリーの活動を知って頂きましょう。

③ロータリー賞の獲得を目指す

　ロータリー賞の獲得は決して困難なものではありません。目

標を立て、是非各クラブが獲得されるように目指して下さい。

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

　私は、次年度地区スローガンを設定するにあたり、2つのこ

とを思い描きました。

①常に相手の目線に立ったロータリーの奉仕活動を

　私たちは奉仕活動をする際、常に相手の方に寄り添い、同

じ目線に立って計画し、実施して参りましょう。これにより真の

ニーズが把握でき、より実りの多い活動となることでしょう。そ

して感動と共に奉仕の喜びを分かち合いましょう。

②新会員と共に

　入会3年未満の会員の退会理由には、様々なものがあると

思いますが、真の理由は「寂しさ」にあると思います。新しい

仲間に寄り添い、新たな友人が出来た喜びを分かち合いま

しょう。それがロータリーの発展にもつながります。

　そこで地区スローガン

“Stand　By　You”～あなたと共に～を掲げました。

　これからの1年間クラブの皆様と共に考え、悩み、歩み、そ

して楽しんでまいりたいと思っております。

　どうぞ宜しくお願い申し上げます。

▼倉本様（京都平安ロータリークラブ）

▼笠井会長　四宮ガバナー、本日はよろしくお願いしま

す。大阪西南ロータリークラブ吹田様、梅本様、京都平

安ロータリークラブ倉本様、ようこそお越し下さいました。

ごゆっくりおくつろぎ下さい。

▼山本（勝）直前会長　岳父への弔電ありがとうございま

した。平安RC倉本さんお世話になります。ようこそおいで

頂きました。例会欠席お詫び。

▼飯田会長エレクト　佐々木先生、ありがとうございました。

▼小谷副会長　四宮ガバナー様、卓話よろしくお願いし

ます。シニア選手権予選最下位で通りました。二次予選

は１３日、台風の中、頑張ってきます。

▼吉田幹事　四宮ガバナー様、よろしくお願いします。

▼松本パストガバナー　ガバナー四宮様、よくお越し下さ

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

9/25

10/2

10/9

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％

いました。卓話よろしくお願い致します。

▼佐野会員　ガバナー四宮様、よくお越し下さいました。

ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。

▼坂本会員　四宮ガバナー、吹田代表幹事、梅本大会

委員様よくいらっしゃいました。

▼中西（啓）会員　四宮ガバナーようこそお越しいただき

ました。例会欠席お詫び。

▼池尻会員　四宮ガバナー、お久し振りです。よろしく御

願いします。

▼中川（廣）会員　良い事が有ります様に。

▼井川会員　四宮G、ようこそおいで下さいました。ご指

導よろしくお願いします。

▼小林・倉内会員　例会欠席お詫び。

▼稲田会員　馬券当たりません！野球もバットにボール

が当たりません！来週は、どちらも当たります様に。

▼川田・吉本会員　四宮ガバナー、ようこそお越し下さい

ました。ご指導よろしくお願いします。

▼濵岡会員　四宮孝郎ガバナー様、本日はよくおいで下

さいました。宜しくお願い致します。

▼松井会員　米山月間となりました。みなさまの米山奨学

制度に対する思いを教えて下さい。

▼澁谷会員　来週はたのしい親睦旅行です。参加のみ

なさま宜しくお願いします。

▼長竹会員　１０月２９日（火）18：30八尾中央RC、鍋島会

員とメーキャップ行きます。

▼宮川会員　四宮ガバナー様、例会へおこし頂き、あり

がとうございます。

▼西村会員　野球部試合欠席ごめんなさい！

▼富田会員　親睦旅行楽しみにしております。

▼相馬会員　四宮様、ようこそお越し下さいました。よろし

くお願いいたします。

▼藤田会員　皆様、お世話になり、色々と有難うございま

す。誕生内祝い。例会欠席お詫び。

▼北野会員　国際ロータリー第２６６０地区ガバナー四宮

孝郎様、本日よろしくお願いします。

▼曽家会員　先日は、野球部の皆様、お疲れ様でした。

▼平尾会員　祭りの寄付金集めのため早退します。

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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