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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「国歌」「歓迎の歌」

●新会員の紹介　谷口善紀会員

●出席報告

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍30年　中川　將会員

会員年次表彰

　在籍12年　澁谷登志和会員

　在籍12年　長竹　浩会員

　在籍 3年　山本隆一会員

●お誕生日御祝い

　佐々木　洋会員（古稀）

　大槻恭介会員・鼓呂雲健造会員・

　宇野泰正会員・竹中浩人会員・

　山本昌市会員・福村修一会員

●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

●卓　話　「命の水」と「教育の場を求めて」

　　　　　　　　道なき道を行く！！

　　　　　　　国際奉仕委員会　児林秀一委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

2/12　「経費削減」　エキスパートリンク　松田様

　先週の会社見学には34名が参加いただき、盛大

に開催させていただきました。ありがとうございまし

た。

　寺坂会員の帝国チャック様では、5ミクロンまでの

精密な加工ができるそうで、高い技術力で儲かる

会社の見本を見せていただきました。

　また宇野会員のアーテック様では高い品質の商

品を開発し、ITやプログラミングといった難しい分野

第2852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
八尾ロータリークラブ テーマ 会長　笠井　実

会　長　の　時　間



にも挑戦して売上を伸ばしておられます。運の良い

人が乗っている船は沈まない、と言われますが、八

尾RCも、まさにそうだと思います。

　27日にはローターアクトクラブの模擬例会が開催

されました。皆さんとても立派にやっておられ、感動

しました。今後が楽しみです。

　また昨日は、FMちゃおで川田・児林会員とともに

番組の収録を行いました。ロータリーのことを、たく

さん話してきました。金曜日に放送されますので、

ぜひお聞きください。

▼米山と財団への寄付に伴う領収証をお配りして

います。

▼本日例会後、クラブ戦略計画委員会を開催しま

す。

▼次週例会後、理事会を開催します。

「心の輝をとりもどす為に！」

▼NPO法人 輝 理事長・浦上　弘明　様

　本日は卓話にお呼びいただきまして、ありがとうご

ざいます。皆様にはいろいろなご支援をいただい

ており、まずはお礼を申し上げたいと思います。

NPO法人の「輝」を昨年1月15日に設立し、半年間

準備をして9月からスタートしました。

　リノアスの7階で行っていますが、この部屋の内装

工事や備品などでも皆さんに支援していただきまし

た。さらに会場は、趣旨に賛同いただいた山口さん

に提供していただいています。この場をお借りして、

改めてお礼申し上げます。

　まず輝の設立に至った経緯としては、教育に40年

携わり最後は教育長まで務めましたので、「何かそ

の集大成をしなければ」と考えていました。「子ども

たちに返すことができないか」と、困っている子ども

たちの支援を決意したのです。

　学校に行けない子どもは今、全国で16万人に

上っています。八尾でも400人を超えている状況で

す。こうした子どもたちに、どうにか光を当てたいと

思っています。子どもたちが将来に希望を持てるよ

うにしてあげたい、と考えています。

　小中学生に限らず高校生も含めて、相当数の子

どもが心を痛めています。不登校やいじめなどで、

自殺する子どもまでいます。

　2017年に教育機会確保の法律ができました。義

務教育制度があるのですが、「無理していなかくて

もいい」「学校外で多様な学びができるところへ

行ってもいい」という方向性になっています。学校

外とは、フリースクールなどの場所です。八尾RC様

も、曽爾高原で不登校の子どもの支援をしていた

だいています。

　輝も「子どもたちが安心できる場を」ということで設

立しましたが、まずは準備が大変でした。輝に行っ

ていることを、学校が評価してくれるかどうか、という

ことが大変でした。学校へは行けないけれど、他の

場所で頑張っているのを評価してもらえることが、

子どもたちの一番の望みです。

　たとえばある子は自宅で学習しているのですが、

それでも学校には評価してもらえませんでした。そ

の母親からも相談があり、私からも学校にきちんと

説明して、ようやく評価できるところは評価してもら

えるようにしました。こういう活動は今まで、誰もでき

なかったことなのです。

　昨年9月からスタートし、現在は35名が入会してく

れています。さらに4月には、2倍になると思います。

今日もこちらへ来る前に、２件の問い合わせがあり

ました。

　現在の内訳は小学生が15人と中学生が20人、男

子21人と女子14人です。下は小学３年生から、上

は中学２年生までおり、中２が12人います。

卓　　　話

幹　事　報　告



　AM10:15から１時間目を行い、お昼の弁当をはさ

んでPM2：40に終了します。その後、振り返りをして、

PM3:00には帰ります。子どもの数は、昼間は10人

で、夜も3～4人がいます。

　いじめにあった子のお姉さんが学校へ行きづらく

なるケースもあり、「それなら輝においで」ということ

で今、毎日来てくれています。

　親からの相談にものっているのですが、障害のあ

る子が支援学校で「教師と合わないから」という原

因で不登校になっているケースもあります。この子

は自閉症で、電車に乗ることもできなかったのです

が、輝に来るようになって、初めて「自分一人で行

く」と言い出したそうです。お母さんもとても喜んで

おられました。

　とにかくここで子どもたちが元気を取り戻してくれ

たら、と思って取り組んでいます。

　一方で課題ですが、やはり一番は人手です。今

はアルバイトが8人来てくれていますが、時給970円

でやってもらっています。もちろん私は、無報酬で

す。

　運営にはだいたい、月間40万円ほどかかります。

子どもたちからの月謝だけでは追いつかないので、

補助金を探したりするのですが、なかなか実態に合

う制度がないのが残念です。

　八尾だけでなく、子どもたちはあちこちから来てい

ます。奈良県香芝や岸和田から来ている子もいま

す。八尾市内の子は、およそ半分だけです。

　月～金曜はスクーリングを行い、土曜日には社会

体験などを行っています。年末には門松づくりなど

に挑戦しました。作った作品は学校へ見せるよう、

子どもたちにも伝えました。小学生なら図工の、中

学生なら技術家庭の成果として、評価してもらえる

はずです。

　これからも皆様のご支援を、よろしくお願いいたし

ます。

▼笠井会長　川田さん、児林さん、昨日はありがと

うございました。浦上様、卓話よろしくお願いいたし

ます。

▼山本（勝）直前会長　1/25（土）タクシーの中にサ

イフを忘れましたが、昨日、警察署から連絡があり

サイフが返ってきました。現金１０万円はありません

でしたが、カード類は全てありました。良かったかど

うか？サイフを買わなくて良かったです。

▼飯田会長エレクト　良い事が有りました。

▼小谷副会長　1/4から禁酒をして、5㎏やせました。

２月の人間ドックまで、続けます。

▼吉田幹事　浦上様、卓話よろしくお願いします。

▼佐野会員　夫婦仲良く旅行してきました。最後の

５人目の孫が本年、結婚します。

▼中川（廣）・長竹会員　良い事が有ります様に。

▼小林会員　寺坂さん、宇野さん、見学ありがとうご

ざいました。

▼稲田会員　ローターアクト疑似例会開催おめでと

うございます。

▼川田会員　昨日、FMちゃおの収録をして来まし

た。1/31（金）の12：00～12：45、19：00～19：45、

23：00～23：45の3回放送されます。ロータリークラ

ブ活動の紹介と、RACの募集です。

▼松井会員　日本国民を助けるチャーター機費用

くらいタダにしたれ。

▼野村会員　ポールハリスフェローありがとうござい

ます。バッジ忘れお詫び。

▼児林会員　米山第２回マルチプル、ありがとうご

ざいました。

▼西村会員　先週の企業訪問、たくさんのメンバー

の方に参加して下さり、有難うございました。又、企

業訪問させて頂いた宇野会員、寺坂会員、誠に有

難うございました。とても勉強になりました。例会欠

席お詫び。

▼大槻会員　先日のRAC模擬例会、お疲れ様でし

た。

▼富田会員　寺坂様、宇野様、先週は、会社見学

ありがとうございました。

▼相馬会員　長竹さん、先日は有難うございました。

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

1/15

1/22

1/29

会員数

67

67

67

出席

53

44

43

うち出席規定
適用免除者

14

13

12

メーク
アップ

0

出席率

91.38％

77.19％

76.79％

確定
出席率

91.38％

RAC第一回模擬例会、参加させていただき有難う

ございました。良い経験になりました。

▼北野会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

▼曽家会員　ローターアクト模擬例会お疲れ様で

した。

▼鍋島会員　浦上様、久しぶりにお話聞けるの楽し

みにしております。

▼福村会員　今日も最高の一日です。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

2020-21年度
　ＲＩテーマ

Rotary
Opens
Opportunities

今後の予定

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

月 火 水 木 金 土 日

PETS（会長エレクト
研修セミナー）

理事会

水と衛生月間月

ホルガー・クナーク

RI2020-21会長

（ドイツ、ヘルツォークトゥム・

ラウエンブルク・メルンRC）
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