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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」

●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　　「職業奉仕について」

　　　　職業奉仕委員会　井川孝三委員

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

12/4　　「最新のがん治療あれこれ」

　　　　　　　佐々木　洋会員

12/11　忘年家族会

12/18　「半期を振り返って」　笠井　実会長

1/8　　　新年初例会　シェラトン都ホテル　18：00～

1/15　　阪神監督　矢野様

　昨日は大阪北ローターアクトクラブに見学に行ってまい

りました。若い方々が研鑽しておられ、ローターアクトは本

当に青少年のためになる素晴らしい事業だと感じました。

　今月は皆様にローターアクトに関することをお話しさせ

ていただいていますが、本日は10年間RACで活動した経

験のある友田会員に話してもらおうと思います。よろしくお

願いいたします。

▼友田　昭　会員

　私の場合、RACに入っていたからRCにも入会しやす

かったと思います。今から30～40年前の話ですが、大阪

南RACに入会しました。大学を卒業して9年間、今宮戎神

社に奉職しましたが、宮司が大阪南RCの会員で、会社

派遣のような形でRACに参加させていただきました。

　地区の役員も経験させていただいたりして、青春時代を

楽しく過ごさせてもらいました。当時はもちろんロータリア

ンにもいろいろと助けてもらいましたので、それに対する

恩返しも、RC入会の動機になりました。

　八尾RCに入会してすぐにRYLAに参加させていただき、
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懐かしく思いました。これからは提唱クラブとして、いろい

ろと大変だと思います。

　これまではインターアクトクラブを提唱していましたが、

学校が母体となるIACとはまた違い、RACはロータリアン

が直接指導していかねばなりません。その意味でも、皆さ

んのご協力をよろしくお願いいたします。

▼理事会でローターアクトクラブ設立の承認をいただ

きましたので、クラブ細則にローターアクト委員会を追

加したいと思います。つきましては詳しい内容を本日

郵送しますので、ご確認ください。12月4日の年次総

会で決定したいと思いますので、当日欠席の場合は

委任状をご提出ください。

▼19日、大阪北RACへ会長他で訪問しました。

▼21日、大阪東RACへ小谷副会長他で参加します。

▼26日、大阪帝塚山RACに曽家会員他で参加します。

▼27日、大阪西南RACへ田中会員他で訪問します。

▼赤い羽根の募金でご協力いただきました20,775円

を、共同募金会へ送金しました。

▼地区より、台風15号被害の千葉への義援金が約

340万円集まり、お礼が届いています。

▼12月7日、八尾東RCが講演会を開催されます。興

味ある方はご参加ください。

▼指名委員会・菅野　茂人　委員長

　次々年度の会長候補者を発表します。委員会で協議

の結果、田中康正会員を推薦いたします。

　また次年度の理事役員候補者も発表いたします。皆様

には再来週の年次総会でご審議いただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

２０２０－２０２１年度　理事役員候補者

会 長　：　飯田寛光

直前会長　：　笠井　実

副 会 長　： 吉本憲司

幹　　　事　：　松井良介

会　　　計　：　小谷逸朗

Ｓ  Ａ  Ａ　：　北野和男

クラブ奉仕担当理事　 ：　吉本憲司

職業奉仕担当理事  　：　相馬康人

社会奉仕担当理事　  ：　平尾貴英

国際奉仕担当理事　  ：　曽家清弘

青少年奉仕担当理事　：　吉田法功

会長ノミニー　：　田中康正

▼出席委員会・大槻　恭介　委員長

　1月15日に100％例会を開催します。卓話には阪神

タイガースの矢野監督にお越しいただく予定です。皆

様ご出席をお願いいたします。

▼ローターアクト設立委員会・田中 康正 副委員長

　16日に、東大阪ローターアクトクラブ他４クラブの合

同例会に、八尾RAC候補生3名と参加しました。料理

でチームワークを競う内容で、初めての参加者も喜ん

でいました。皆さんもまずは見学に行っていただけれ

ば、RACの素晴らしさを知ることできると思います。今

後も見学予定がありますので、どうぞご参加ください。

「私を語る」　

▼三木　由貴男　会員

　8月に入会させていただき

ました。昭和40年生まれで、

もうすぐ54歳になります。かつ

ては東住吉区に住んでいま

した。駒川商店街などがある下町で生まれ育ちました。現

在は柏原市石川町に住んでいます。ここは閉園になった

玉手山遊園のふもとです。また平成9～26年には、八尾

の南木の本に住んでいました。

　趣味はゴルフです。またお誘いください。テニスと水泳

もやっています。ギターは若い頃にやっていました。この

ほか、女性の血液型を当てるのも特技です。人間万事塞

翁が馬、が座右の銘です。

　現在は、住友生命保険に勤務しています。大阪市内の

法人専門部署の支部長などを務め、その後、管理の方

へ移りました。大阪南部や奈良を経て、この４月からは大

阪東部を担当しています。奈良にいたころ、大和高田RC

そ の 他 の 報 告

指 名 委 員 会 より

卓　　　話

幹　事　報　告



に在籍していた経験があります。

　最近感じることとして、過去の経験や考え方などが、通

用しないことが増えてきたと思います。たとえば目標は、

昔は高い方がよかったが、今では手の届く目標が主流に

なっています。また指導は厳しい方がよいと思われてきま

したが、今は反対です。

　また最近は、若い人が何を考えているのか、わからない

ことが増えたと感じます。若者の表現が理解できないこと

もあります。「ヤバい」は危険という意味ではなく、良い、と

きには最高という意味で使われています。また「りょ」とは、

了解の意味だったりします。

　健康第一で、定年が60歳から65歳にのびたこともあり、

健康に気をつけて働いていきたいと考えています。これ

からも頑張りますので、よろしくお願いいたします。

▼森川　充康　会員

　歯科医師を26年やってお

ります。もともとは犬が好き

で、ずっと飼っていたので

すが、突然死したショックで

飼えなくなりました。反対に猫は嫌いだったのですが、

飼ってみたら可愛かったです。猫は犬と違って、散歩に

つれていかなくてもいいです。また1日に10分ほどじゃれ

ていれば、あとは自分で遊んでいます。その距離感が気

に入って、今は猫好きになってしまいました。

　私は昭和41年生まれで、「ひのえうま」と呼ばれる年で

す。前後の年代と比較して極端に出生数が少ない年で、

学校のクラスも少なく、競争率が低い学年でした。その昔、

「ひのえうま」に人は気性が激しく、女性は夫を早死にさ

せるという迷信があったそうです。

　100年時代の人生戦略という本読み、大型バイクの免許

をとり、ライザップを始めました。他にも新しい分野の勉強

をしてみたり、フェイスブックやLINEも始めてみたりしまし

た。楽しみ、学び、健康でいきいきと生きていきたいもの

です。100歳まで生きるのはリスクでもありますので、健康

で生きていくことが大切です。

　医療法人甦歯会として「もりかわ歯科」をリノアスとアリオ、

JR志紀駅前で開いています。365日、年中無休で診療を

行っています。

　歯はやはり、大切なものです。当院に来られる患者さん

にも「もう少し早くきてくれたら」という方もおられます。当

の患者さんも、後悔されていることが多いです。

　歯の健康についてのアンケートでは、皆さん気になって

いることで「虫歯がある」など、いろんな回答がありますが、

一方で、それに対して「何もしていない」という人が、半数

近くもいます。問題があると自覚していても、通院しない

人が多い実態を表しています。

　そうするうちに、虫歯や歯周病が進んでいくのです。わ

かっているけどやらないこと、というのが案外多いもので、

私自身にも思い当たるところがあります。そのため出来る

だけ歯への興味を持ってもらうよう、努力しています。

　歯の色や歯石、歯垢、口臭が気になる方が多いです。

人の第一印象では、口元が気になる方が多いです。歯の

色で印象も変わってきます。安倍総理もトランプ大統領の

歯を見比べてください。

　歯がきれいになれば、自信が持てるようになります。た

だ噛めるだけでなく、健康でいきいき生きていくための大

切な一部ではないでしょうか。歯がきれいだと、おしゃべり

も楽しくなります。食べられるかどうか、だけでなく、大きな

口を開けて笑えるか、ということも重要です。歯を良くする

ことで、積極的になれるのではないかと思います。

　平均寿命と健康寿命という言葉がありますが、人生最後

まで健康に暮らしたいものです。私は大学を出て、口腔

外科に勤務していました。今ではインプラントなどもありま

すが、できればこういう処置をやらなくて済むのが一番で

す。そのためには、歯に関する将来のリスクを知らせるこ

とが大切だと思っています。皆さんの健康寿命を伸ばす

ことが使命と考えて、日々取り組んでいます。

▼笠井会長　三木会員、森川会員、卓話よろしくお願い

します。

▼山本（勝）直前会長　誕生内祝い。例会欠席お詫び。

▼飯田会長エレクト　本日、次年度理事の掲示となります。

宜しくお願いします。

▼小谷副会長　明日のコンペよろしくお願いします。天気

予報は快晴16度、天候のせいにはできません。写真有難う。

▼吉田幹事　三木さん、森川さん、「私を語る」よろしくお

願いします。

▼居相・寺坂会員　例会欠席お詫び。

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

11/6

11/13

11/20

会員数

66

66

66

出席

44

45

48

うち出席規定
適用免除者

13

14

13

メーク
アップ

6

出席率

78.57％

78.95％

85.71％

確定
出席率

89.29％

▼中川（廣）会員　良い事が有りました。でももっと良い事

が有ります様に。良介ハンディ頂戴。

▼小林・宮川・竹中会員　写真有難う。

▼稲田会員　濵岡さん、山本さん、曽家さん、日曜日の

釣り楽しかったです。いままではボウズでしたが、今回は

だれもボウズになりませんでした。皆様のお陰で、日曜日

の夕食6人分できました。ありがとうございました。

▼田中会員　中川（廣）会員、ＢＢＳボクシングジムへ、た

くさんの差入れありがとうございます。お礼にスペシャルメ

ニュ-練習を用意しています！！早く来てくださいね！

▼川田会員　稲田さん、明日お手数かけますが、よろしく

お願いします。

▼濵岡会員　山本さん、稲田さん、曽家さん、その節は楽

しい時間を頂き誠に有難うございました。又の機会を楽し

みに待っています。写真有難う。中川廣次さんの提案な

のですが、先日の田中様のコンペで私とニギって頂いた

方で確かに千円負けているのですが、誰か分からなくて

困っていますが、その分はニコニコにします。

▼松井会員　三木さん、森川さん、卓話がんばって下さい。

▼長竹・相馬会員　三木さん、森川さん、「私を語る」楽し

みです。

▼野村会員　先日の研修委員会に参加していただいた

皆さん、ありがとうございました。

▼西村会員　イケゾエ君、ありがとう。写真有難う。

▼富田会員　明日コンペ宜しくお願いします。

▼藤田会員　白内障手術して目が気持ち悪いです。写

真有難う。例会欠席お詫び。

▼平尾会員　早退お詫び。

▼曽家会員　日曜日の釣りは楽しかったです。（山本さん、

稲田さん、濵岡さん）有難うございました。成果は大漁で

した。（笑）又、昨日の大阪北例会、笠井会長、濵岡さん、

宮川さん、ご苦労様でした。三木さん、森川さん、「私を語

る」がんばって下さい。

▼倉内会員　明日、ゴルフよろしくお願いします。

▼森川会員　お祝いいただきありがとうございます。今後

共宜しくお願い致します。誕生内祝い。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定

月 火 水 木 金 土 日

地区大会

理事会

もちつき

イルミネーション
点灯式

忘年家族会

（休会）

疾病予防と治療月間月

月 火 水 木 金 土 日

職業奉仕月間

（休会）

理事会
新年初例会

月
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