
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.25

2020 1
8

 

●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「国歌」「奉仕の理想」

●出席報告

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍 15年　柏木武生宜会員

会員年次表彰

　在籍58年　戸田　孝会員

　在籍37年　高井榮彌会員

　在籍31年　中西啓詞会員

　在籍22年　小林成禎会員

　在籍　2年　曽家清弘会員

●お誕生日御祝い

　中川廣次会員・池尻　誠会員・山本隆一会員・

　松本新太郎会員・戸田　孝会員

●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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

1/15　「一途一心」　阪神タイガース監督 矢野 燿大様

1/22　「職業奉仕月間に因んで」

　　　　　　　寺坂哲之会員・宇野泰正会員

1/29　輝　浦上弘明様

　本日は後ほど卓話で、上半期を振り返ってたっぷりとお

話しさせていただきたいと思います。

▼13、14日の地区大会に、多数のご参加をいただき

ありがとうございました。

▼1月8日は初例会を、午後6時からシェラトン都ホテ

ル大阪３Fで開催します。年次表彰、お誕生日のお祝

いもします。登録は１万円です。また当日は午後4時

から理事会を開催します。

▼25日と1月1日は、例会を休会します。事務局は28

日～1月5日までお休みです。何かございましたら、幹

事までご連絡ください。

第2848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

幹　事　報　告

八尾ロータリークラブ テーマ 会長　笠井　実

会　長　の　時　間



▼クラブ細則変更の件、資料を本日郵送します。1月

22日に定足数例会を開催する予定ですので、欠席予

定の方は委任状をご提出ください。

▼本日、新入会員の会員名簿のシールをお配りして

おります。

▼福村　修一　会員

　この度はこのような機会をいた

だき、光栄に思っております。

いろいろと学ばせていただき、

貢献していきたいと思います。

これからよろしくお願いいたします。

▼濵岡　千寿郎　会員

　在籍15年ということで、もう15年もたったのか、と感じていま

す。入会直後に紹介者が退会し、一時は私も退会を考えたり

しましたが、もう一人の紹介者に諭され、現在に至ります。こ

れからも末永く、よろしくお願いいたします。

▼中川　將　会員

　とうとう80歳を迎えました。入会

30年、80歳と、よくここまで生きて

こられたなと思います。漬物も古

くなると酸っぱくて食べにくくなり

ますが、もう少し置いてやってください。

　私はこの年齢まで、骨折したことがありません。骨がわりと柔

らかいのでしょうか。入院も今まで１回だけです。人生100年

時代、もう少し世の中のことを勉強していきたいと思います。

▼クラブ広報委員会・福田　隆教　委員

　特集は疾病予防に関する記事と、元気にロータリー活動を

続けようという記事もあります。その他、ノーベル平和賞受賞

者が紹介されています。

　また各クラブの活動報告やロータリー日本財団の事業報告、

世界を変える行動人、よねやまだよりなども掲載されていま

す。皆様、ご一読ください。

▼60周年準備実行委員会・中西　啓詞　委員長

　本日、準備委員会の組織表をお配りしております。ご確認

いただき、年明けからより具体的に動き始めることになると思

いますが、今後もご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

▼クラブ広報委員会・新宮　一誓　委員長

　笠井会長年度のクラブ紹介動画が完成しました。３分程度

の動画です。ぜひ一度、ご覧ください。

▼職業奉仕委員会・西村　衛　委員長

　1月22日の例会後、企業訪問を行います。宇野会員のアー

テック様と、寺坂会員の帝国チャック様を訪問します。ぜひご

参加ください。なお当日は、輝の子どもたちも参加予定です。

▼親睦活動委員会・澁谷　登志和　副委員長

　先週は忘年家族会に多数ご参加いただき、ありがとうござ

いました。なお食事券や遊覧飛行が当たった方は、予約を

入れてから行ってください。

▼プログラム委員会・長竹　浩　委員長

　1月15日、阪神タイガース・矢野監督に卓話をいただきます

が、公開例会といたします。参加人数を把握したいので、回

覧に人数をご記入ください。

▼社会奉仕委員会・川田　隆　委員長

　21日にもちつきを行います。本日、会場の案内図をお配り

しておりますが、少し間違いがありますので、差替版を追って

FAXします。当日は10時開始。スーツでなくて結構です。クラ

ブのジャンパーを着てください。

「半期を振り返って」　

▼笠井　実　会長

　皆様にはこの半年間、いろいろとお世話になりました。さて

この半年間の感想ですが、想像よりも忙しいと思いました。い

きなり卓話を30分行い、近隣クラブに表敬訪問しました。

　各委員会につきまして、まずSAAは稲田委員長をはじめと

する皆様です。業者さんからお弁当の値上げの申し出が

あったのですが、会員の皆様にアンケートをとってみると「値

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

傘 寿 の お 祝 い

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

在 籍 表 彰

新 会 員 の 紹 介



上げしても、現状を維持してほしい」という声が多く寄せられ

ました。食事の無駄をなくすよう、出欠も緻密にとってもらって

います。そしてニコニコは、奉仕活動の原資です。ここまでは

目標に沿った状況ですので、来年もご協力をお願いします。

　管理運営委員会は小谷委員長で、クラブ奉仕部門を見て

もらっています。会員増強委員会の中川（廣）委員長は「純

増５名」という目標でしたが、今日も1名面接し、この方を含め

て今年度の入会は8名になる予定です。

　出席委員会は大槻委員長のもと、出席報告を行ってもらっ

ています。出席率はこのところ少し下がっていますが、来年１

月も阪神の矢野監督がお越しいただいたりしますので、今後

は出席率を上げていきたいと思います。出席したくなるような

例会を心掛け、メークアップもお願いします。最近はインター

ネットでも、メークアップができます。

　親睦活動委員会は山本（勝）委員長をはじめとする皆さん

です。関空での食事、秋にはまつたけの食べ放題、年末に

はコンラッドホテルでの忘年家族会と、いつもおいしい料理

を楽しませていただいております。春にも予定していただい

ており、楽しみにしております。

　プログラム委員会は長竹委員長を中心に、いろんな方に卓

話に来ていただいています。市長、消防長、警察署長にも卓

話をしていただきました。ナイト例会も開催し、ご家族も呼ん

でポリオの卓話をしていただきました。また当日は節食例会と

して、ポリオへ寄付させていただきました。

　研修委員会は野村委員長を中心に、研修会を一回行って

もらいました。もう一回予定していただいておりますので、よろ

しくお願いいたします。

　クラブ広報委員会は新宮委員長をはじめとする皆さんで、

170号線にポリオ撲滅の看板を設置していただきました。越

中八尾RC担当委員会は澁谷委員長ほかのメンバーで、来

年の60周年に向けても友好を深めていただいております。

　職業奉仕委員会は西村委員長ほかのメンバーで、地区委

員長や井川会員にも卓話をしていただきました。1月には会

員の企業２社へ見学に行く予定です。どちらも素晴らしい会

社で、輝の子どもたちにも参加してもらい、意欲を持ってもら

えれば、と思っています。

　社会奉仕委員会は川田委員長のもと、先日もイルミネー

ションの点灯式を行っていただきました。東大阪RACや八尾

RAC参加予定者に加え、こども食堂や輝の子どもたちにも参

加してもらいながら、賑やかに行いました。市長にも来ていた

だき、現地の様子はインターネットにも一般から投稿されてい

るようです。このほか今月は、もちつきを予定しています。イン

ターアクトや東大阪RAC、八尾RAC予定者にも参加してもら

い、老人にもいい刺激になるのではないでしょうか。また６月

には、里親の親子を１泊旅行に招待します。

　国際奉仕委員会は児林委員長を中心に、ネパールでの事

業を展開してもらっています。市街から車で7時間ぐらいかか

るところですが、地震被害の大きかった場所で、水に困って

いるそうです。水源を見つけて水を引っ張ってくる事業で、水

と衛生、母子の健康などにも寄与すると考えています。また

識字率向上のため学校建設の計画もあり、少し勉強が出きる

ような場を作りたいと思います。

　ロータリー財団委員会は北野委員長を先頭に寄付の集金

を頑張っていただいています。目標の1人150ドルは達成した

いと思います。

　青少年奉仕委員会は田中委員長を中心に、「自然の中で」

や「リーダー研」、こども食堂に取り組んでもらっています。ま

た輝では、山口会員に会場を提供してもらい、子どもたちが

勉強する場となっています。ここに来れば、学校に出席したこ

とにもなります。

　米山奨学会委員会は松井委員長のもと、地区にも意見した

いと考えています。インターアクト委員会は曽家委員長ほか

のメンバーで、来年は金光八尾が幹事校になります。

　クラブ戦略計画委員会では居相委員長を中心として、クラ

ブの今後のあり方を議論していただいています。

▼笠井会長　福村会員、入会おめでとうございます。本日の

卓話よろしくお願いします。

▼山本（勝）直前会長　忘年家族会、多数の御参加を頂き、

誠に感謝申し上げます。

▼飯田会長エレクト・中西（啓）・井川・吉本・長竹会員　今年

もお世話になり、有難うございました。

▼小谷副会長　１年間お世話になりました。よいお年をお迎

え下さい。福村さん、入会おめでとうございます。

▼吉田幹事　忘年家族会、ありがとうございました。

▼佐野会員　今年１年お世話になりました。来年もよろしくお

願い致します。例会欠席お詫び。

▼居相会員　今年の漢字一語は令和の「令」。忘年家族会

で「ご令室」とよびかけたのは発表の前でした。

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

12/4

12/11

12/18

会員数

66

66

66

出席

46

43

40

うち出席規定
適用免除者

16

11

13

メーク
アップ

3

出席率

77.97％

79.63％

71.43％

確定
出席率

83.05％

▼坂本会員　一年間お世話になりました。笠井会長、後半年

よろしくお願いします。

▼中川（將）会員　最終例会を迎え、会長・幹事様、執行部

の方々お疲れ様でした。

▼寺坂会員　（忘年家族会）例会欠席お詫び。

▼稲田会員　忘年家族会お世話になりました。今月絶好調

です。今週もがんばります！

▼川田会員　21日もちつき、たくさんのご参加をお願いしま

す。東大阪ＲＡＣ、八尾ＲＡＣ予定者と金光八尾インターアク

ターも来ます！！

▼濵岡会員　今年一年間、大変お世話になりました。来年も

よろしくお願い致します。在籍内祝い。

▼柏木会員　忘年家族会、山本親睦委員長、澁谷副委員長

はじめ、委員会の皆さまには、大変お世話になりました。良い

事が有ります様に。

▼山陰会員　一年間お世話になりました。来年もよろしくお

願いいたします。

▼澁谷会員　２０１９年度お世話になりました。２０２０年度も宜

しくお願いします。

▼野村会員　今年もありがとうございました。来年もよろしくお

願いします。

▼西村会員　皆様、今年もお世話になりました。有難うござい

ます。来年も宜しくお願いします。さあ、有馬記念です！！

▼中西（広）会員　もうすぐ八尾の住民になりますので、宜しく

お願いします。

▼大熊会員　今年１年お世話になりありがとうございました。

来年もご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

▼福田会員　みかんありがとう！

▼相馬会員　今年一年、ありがとうございました。来年もよろ

しくお願いします。みなさま、よいお年をお迎え下さい。

▼北野会員　孫（9才）が正月に東京から帰って来ます。

▼曽家会員　地区大会お疲れ様でした。又、最終例会ニコ

ニコ、誠に有難うございました。例会欠席お詫び。

▼大橋会員　山本勝彦様、コンサート・てっちりお世話になり、

ありがとうございました。

▼川村会員　池尻さん、先日はありがとうございました。

▼倉内会員　例会欠席お詫び。

　　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

職業奉仕月間

（休会）

理事会
新年初例会

月

月 火 水 木 金 土 日

地区チーム
研修セミナー

R財団補助金
管理セミナー

理事会

月
平和と紛争予防／
紛争解決月間
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