
八尾ロータリークラブ　2019－2020年度　　　会長　笠井　実　　　幹事　吉田　法功

事務局　八尾市清水町1-1-6　八尾商工会議所２Ｆ
ＴＥＬ　072-991-2129　　ＦＡＸ　072-924-0010
URL　www.yaorc.com　　E-mail　 info@yaorc.com

例会日　毎週水曜日　午後０時30分－午後１時30分
例会場　八尾商工会議所３Ｆ
創　 立　1961（昭和36）年3月28日

国際ロータリー　第2660地区2019-2020年度

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」

vol.59
No.16

2019 10
23

 

●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「八尾ロータリー讃歌」

●ゲストの紹介

　　大阪市長　松井一郎様

●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　「これからの大阪」

　　　　　　　　　　大阪市長　松井一郎様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

10/30　「そこまで言って委員会

　　　　　　　米山記念奨学制度について！」

　　　　　米山奨学会委員会　松井良介委員長

11/6　　「ロータリー財団月間に因んで」

11/13　地区職業奉仕委員長

　　　　　　山﨑修一様　（大阪鶴見RC）

11/20　「私を語る」

　　　　　　　三木由貴男会員・森川充康会員

11/27　 「職業奉仕について」

　　　　　　　職業奉仕委員会　井川孝三委員

　野球同好会の試合を観戦しましたが、昔よりかなりレベ

ルが上がっていると感じました。いつかきっと、花が咲くは

ずです。また野球が退会防止にも役立っている、と思い

ます。

　さて、人間の賢さには、２つの種類があります。

　一つはIQ、学校の勉強できる程度を表します。そしても

う一つは、EQです。情動指数という、心の指数です。他

人が望んでいることがわかる、人とうまく付き合える、など

の才能を表します。

　では、EQが高い人間になるには、どうすればよいのか。

それにはやはり、ロータリーに入ることです。私もロータ

リーで勉強させていただいたおかげで、今年度は会長を
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務めさせていただいています。

　また、職業奉仕も同じではないでしょうか。職業奉仕を

実践することで、結果的には業界ごと良くなるはずです。

▼17日に四輪会が、万寿GCで開催されます。

▼18日にIM第４組の会長・幹事会が開催されます。

▼22日は祝日のため、事務局はお休みです。

▼地区大会の登録ですが、締め切りが近づいていま

す。出欠を回覧します。また２日目のシンポジウムは、

一般の方も参加OKです。

▼本日例会後、親睦旅行を開催します。

▼クラブ広報委員会・竹中　浩人　会員

　ＲＩ会長メッセージは、世界ポリオデーについてです。ま

た、マローニー会長夫妻が8月に来日した際の記事もあり

ます。初の海外訪問に日本を選んでくださり、各地で交

流されました。

　今月は、地域社会の経済発展月間です。商店街などで

の取り組みが紹介されています。

　「日本のロータリー100年史」刊行に向けた記事もご覧く

ださい。侃侃諤諤のコーナーでは、例会の服装について

意見が交わされています。

▼プログラム委員会・長竹　浩　委員長

　次週の卓話は、松井一郎・大阪市長にお越しいただき

ます。松井市長は講演の依頼が多く、基本的にお断りさ

れているようですが、来週はこれからの大阪について語っ

ていただきますので、皆様ぜひご出席ください。

▼米山奨学委員会・山陰　恭志　副委員長

　今月は米山月間ということで先週、寄付とアンケートの

お願いをいたしました。アンケートの集計結果は、松井委

員長が地区へ持っていき話をされますので、まだの方は

どうぞご提出ください。

▼親睦活動委員会・澁谷　登志和　副委員長

　本日例会後、秋の親睦旅行に出発します。例会終了後、

速やかにバスにご乗車ください。

▼ローターアクト設立準備委員会・児林　秀一　

委員長

　25日にローターアクト候補生の説明会を籠乃屋で開催

します。会員の方もぜひ、ご参加ください。

▼IM第４組フレッシュロータリアン交流委員会・

大橋　裕之　会員

　4日、フレッシュロータリアン実行委員会に出席しました。

入会3－5年のロータリアン、約40名が参加し、退会をどう

防止していくか、などについて話し合いました。

▼野球同好会・田中　康正　主将

　日、月曜に試合を行いました。強豪の八尾東ＲＣには11

－1で敗れ、昨年3位のくずはＲＣにも10－4で敗れました。

ただ、選手の数と練習量では勝っていますので、将来必

ず力がついてくると信じています。これからにご期待くだ

さい。

▼ゴルフ部・大熊　勉　部長

　明日、万寿ＧＣで四輪会のゴルフコンペを開催します。

ご参加される方は、よろしくお願いします。

「少年非行の現状」　

　　　　　　　　　～大麻・特殊詐欺～

▼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

　大阪府下の令和元年上半期における刑法犯少年の

検挙・補導人員については、前年同期比約10％減の

1,265人で年々減少しておりますが、他方、特殊詐欺

や大麻の不法所持で検挙・補導される少年の数は高

水準で推移しております。

　まず、特殊詐欺につきましては、本年上半期に検挙

された者のうち、少年が約４割を占め、中には高校生

も含まれております。これらの少年の大半は、現金な

ロ ー タリ ー の 友 紹 介
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どを受け取る「受け子」として検挙されており、そのきっ

かけは、ＳＮＳや地元の先輩などから「受け子」に誘わ

れるケースが大半です。

　少年の「受け子」が増えている背景は、勧誘しやす

い少年に目をつけたことが原因の１つと思われます。

友人同士の関係性が広くて深い少年を勧誘すること

により、１人が警察に捕まったとしても、その友人、さら

にその後輩などと次々と勧誘できるわけです。また、

少年側にも事情があり、ＳＮＳを利用した「高額アルバ

イト」という誘い文句に惹かれて安易に犯罪に手を染

めてしまっている現状にあります。

　当府警では、特殊詐欺グループの摘発と被害防止

に向けた広報啓発を強化しているところでありますが、

高齢者等の各家庭に対し、防犯機能付電話機の設置

を促進するなど、地域ぐるみでの被害の未然防止に

努めることも重要と考えております。

　次に、大麻取締法違反の検挙状況についてでござ

いますが、平成30年中、大阪府下では、検挙人員329

人のうち少年は96人で、全体の約３割を占めており、

全国最多でありました。本年上半期におきましては、

少年の検挙人員は39人と前年同期比で約24％減少

しましたが、本年８月末では52人（前年同期比約９％

減少）で、昨年に迫ってきており、余談を許さない状況

であります。

　大麻につきましては、「煙草より健康被害が少ない」

などといった誤った認識も広まっておりますが、実際に

は、脳の正常な成長を妨げ記憶障害や学習能力の低

下を招いたり、依存してやめられないなどの悪影響が

あります。

　大麻の所持などで検挙された少年らの中には、大麻

乱用の危険性について、中学生の頃は、薬物乱用防

止教育等により「大麻は危険なもの」と認識していたも

のの、高校生になると周囲の者が乱用していたり、イン

ターネット等を通じて「大麻には依存性がない」等の

誤った認識を持ち、さらに、有名・著名人などに影響さ

れて好奇心を持つことで、大麻を乱用してしまうという

者が多く見受けられました。

　当府警では、街頭活動等を通じた早期発見・検挙と

供給源に対する取締りの強化や非行防止教室等の情

報発信活動を推進するなど、少年による薬物乱用の

根絶に向けて対策を講じているところであります。

▼笠井会長　大阪府警の稲垣様、八尾警察の井上様、

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。谷口善紀様、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。親睦委員会の皆さん、本日よろ

しくお願いします。

▼山本（勝）直前会長　本日の親睦旅行、多数の御参

加ありがとうございます。

▼小谷副会長　大阪府警稲垣様、八尾警察署井上

様、卓話よろしくお願いします。シニア選手権２次予選

は出だしのティーショットOBで終わりました。来年まで

練習します。

▼吉田幹事　親睦委員会の皆さん、よろしくお願いし

ます。

▼居相会員　吉本さん、お世話になり、ありがとうござ

いました。

▼中川（將）会員　例会欠席お詫び。

▼中川（廣）会員　谷口さん、本日はようこそおいで頂

きました。

▼田中会員　笠井会長、野球応援家族一同来て頂き、

ありがとうございました。強くなります。

▼稲田会員　親睦旅行お世話になります。

▼川田会員　親睦旅行、親睦委員会の皆さん、よろし

くお願いします。

▼柏木会員　例会欠席・秋の親睦会欠席お詫び。台

風被害にあわれた方々のお見舞いを申し上げます。

谷口さんようこそおいで下さいました。

▼長竹会員　親睦旅行楽しみましょう。

▼澁谷会員　本日の親睦旅行宜しく。

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
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出席

45
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メーク
アップ

0

出席率

80.36％
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確定
出席率

80.36％

▼宮川会員　井上警視様、稲垣警部様、本日の卓話、

宜しくお願い致します。本日の親睦旅行も宜しくお願

い致します。谷口さん、例会へお越し下さりありがとう

ございます。

▼野村会員　本日、親睦旅行よろしくお願いします。

楽しみにしてます。

▼児林会員　谷口さん、これからよろしく御願いします。

▼西村会員　月曜日の試合で、復帰後初ヒットを打つ

ことができました。皆様の応援のおかげです。ありがと

うございます。

▼富田会員　本日親睦旅行、宜しくお願いします。遅

刻。

▼相馬会員　本日の親睦旅行、よろしくお願いいたし

ます。

▼藤田会員　野球同好会、２日間行けず、すいません。

　　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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