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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「四つのテスト」

●ゲストの紹介

　　　エキスパート・リンク株式会社

　　　　　　執行役員　松田智志様

●出席報告

●ロータリーの友紹介　　三木由貴男会員

●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　　「経費削減」

　　　エキスパート・リンク株式会社

　　　　　執行役員　松田智志様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

2/19　「クラシックの調べ」チェロアンサンブル

　　　松本尚子様・大海佳之様・山本善哉様（会長）

2/26　「バヌアツ海外事業について」

　　　　　佐野　清会員・井川孝三会員・笠井　実会長

3/4　「与信管理の心得」

　　　　　イーギャランティ元社長様

3/11　金光八尾高校インターアクトクラブ

　1月31日、FMちゃおの番組で八尾RCが紹介されま

した。私と川田・児林会員で、ロータリーのことをいろ

いろとお話ししてきました。

　また2月3日は石切神社で豆まきがあり、井川・稲田・

児林・長竹会員とご家族も参加いただきました。かつ

ては杉本元会員と宮司さんとのつながりで、毎年参加

していました。近年は途切れていましたが、昨年他界

された杉本さんを偲んで久しぶりに参加してまいりまし

た。

　さらに同日夕方には、八尾ローターアクトクラブの例

会がありました。会長・幹事などはすでに決まっていま

したが、この日は他の委員長なども立候補で決定しま

第2853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



した。抱負を聞くと、皆さんしっかりしておられ「こういう

ことをしたい」と、おっしゃっていただきました。

　八尾RACについては本日、RIに申請書を提出しま

す。認証されれば、2月5日が正式な発足日になります。

八尾RCの皆さんも、RACの例会でもメークアップにな

ります。月曜夜に月２回、開催されます。ぜひご参加く

ださい。

　また「輝」につきましても、皆さんのご協力をよろしく

お願いいたします。

　最後になりましたが谷口会員、ご入会おめでとうござ

います。これからぜひ、頑張ってください。

▼3日、八尾ローターアクトクラブの模擬例会がリノ

アスで開催されました。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼12日の例会後、ローターアクト設立委員会を開

催します。

▼2020-21年度のロータリー手帳の案内を回覧しま

す、ご希望の方はお申し込みください。

▼下期の会員証を本日お配りしました。会費未入

金の方は、お早めにお願いいたします。

▼谷口　善紀　会員

　このように歌で迎えられ、緊張

しております。先代もお世話にな

りましたが、例会の時はいつも、

楽しそうに喜んで会社を出ていっ

た記憶があります。

　今回ご縁をいただき、入会させていただきまして

ありがとうございます。本日は当社の設立記念日で

もあり、本当に素晴らしい記念になりました。今後も

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

　5月5～7日に、フィリピン・サンタマリアRCへ公式

訪問します。参加ご希望の方は、出欠を回覧しま

すので、ご記入ください。

▼青少年奉仕委員会・田中　康正　委員長

　先週の卓話で「輝」の浦上理事長にお話しいただ

きました。現在35名の子どもたちが通っていますが、

運営面ではまだまだ厳しい状況です。

　通信教育が有料なのですが、その3万円が払え

ない家庭もあります。それでも来てもらっています

が、赤字が出ている状況です。

　応援いただける方があれば、法人寄付が１口3万

円、個人寄付が1口3,000円です。ご支援をよろしく

お願いいたします。

▼クラブ広報委員会・新宮　一誓　委員長

　各委員会の中間報告と、同好会の活動内容のご

提出をお願いしています。今月中旬ぐらいまでに

お願いいたします。

「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

　今年度の国際奉仕委員会ではネパールでの事

業を行い、ようやく完結しました。ネパールにある貧

困地域のマジ村というところで実施しました。

　ネパールという国は、北は中国のチベット自治区

に、南はインドに接しています。エベレストなどのヒ

マラヤ山脈で有名で、国旗はユニークな形をしてい

ます。

　日本から直行便で、約８時間かかります。人口

2,900万人で、600近い民族がある多民族国家です。

カトマンズから車で現地に向かうと、遠くに美しいヒ

マラヤ山脈が見えました。都市部では教育が進ん

でいるのですが、田舎の方では状況が異なります。

字が読めない、自分の名前が書けない、数字が数

えられない、という人がたくさんいます。

　背景には今なお存在する、カースト制があります。

低い階層の人たちは、代々にわたり低いカーストに

甘んじなければなりません。

　ネパールでは2015年に大きな地震があり、かめを

持って水汲みに何時間もかけて毎日行かなければ

ならない状況がありました。子どもたちも頭がボサボ

卓　　　話

新　会　員　の　紹　介

そ　の　他　の　報　告

幹　事　報　告



サです。水がないから頭も洗えないのです。日本か

ら持っていった文房具などをあげると、目がキラキラ

していました。

　ネパールで長く活動されているNPO法人の方に

話を聞き、「何とかしたい」と思い、笠井会長と昨年4

月に現地へ視察に行きました。断崖絶壁で道路も

危険な地域でした。

　赤十字社や地元のNPOも協力して水をひいてく

るのですが、現地は7月からは雨季に入り、工事が

できない状態が続きました。それでも重機を入れて

道を整備しながら、水脈を探し当て水をひいてくる

事業を進めていきました。

　9月に再び現地を訪問したときには、蛇口から水

道が出るようになっていました。これまでもカースト

の高い人は水道があったのですが、低い人は使え

ませんでした。その人たちに6ヶ所の蛇口を整備し、

水汲みに行かなくて済む分、空いた時間に勉強で

きるようにと、小屋も建てました。対象となったのは、

漁師や百姓など3,471名です。

　パイプをつないで5kmぐらい水をひいてきました。

カーストの高い人たちには学校があるのですが、低

い人たちは毎日水汲みで学校へ行けません。この

ため大人たちも、読み書きができない人が多いの

です。

　それにひきかえ、裕福な日本は人々の意識を変

える必要があると思います。食事がおいしいとかお

いしくないとか、贅沢を言う日本人もいますが、ネ

パールの彼らには関係ないことです。私たちも、こう

いう人がいることを忘れてはならないと思います。今

回の事業を通して、水の大切さを改めて実感しまし

た。

▼笠井　実　会長

　今回の事業実施にあたっては、濵岡会員にご協

力いただきました。ネパールで活動されているNPO

との間に入っていただき、今回の事業が実現できま

した。

　この事業で助かった人がたくさんいることを思うと、

少しは徳が積めたかな、と思います。

　なおこの事業の資金は、すべて皆様のニコニコで

賄われています。ニコニコへも、引き続きご協力を

よろしくお願いいたします。

▼笠井会長　佐野会員お世話になりました。谷口さ

ん、入会おめでとうございました。

▼飯田会長エレクト　児林委員長、卓話楽しみに

聞かせて頂きます。

▼小谷副会長　谷口さん、入会おめでとうございま

す。楽しくやりましょう！

▼吉田幹事　児林さん、卓話よろしくお願いします。

▼谷口会員　入会承認頂き、有難うございます。2

月5日は会社の創立記念日でもあります。

▼高井・山本（隆）会員　在籍内祝い。

▼居相会員　良い事が有りました。

▼中西（啓）会員　例会欠席お詫び。

▼山本（昌）会員　立春とはいえ寒さきびしく、お身

に留意されますよう。誕生内祝い。

▼中川（廣）会員　谷口善紀さん、入会おめでとうご

ざいます。これからもよろしくお願いします。

▼菅野会員　早退お詫び。

▼稲田会員　石切神社の豆まきに参加してきまし

た。良い事があります！ように。

▼宇野会員　誕生内祝い。例会欠席お詫び。

▼川田会員　稲田さん、お疲れ様です。

▼長竹会員　中川廣次さん、お世話になりました。

在籍内祝い。

▼野村会員　中川廣次さん、ありがとうございました。

皆さんありがとうございました。谷口さんようこそい

らっしゃいました。2/10研修委員会よろしくお願い

します。

▼児林会員　谷口さん入会おめでとうございます。

これからなかよくして下さい。本日卓話よろしく。

▼西村会員　先日の日曜日、東京で新馬戦デ

ビューしました。2着でした。泣　泣泣！例会欠席お

詫び。

▼大槻・竹中会員　誕生内祝い。

▼富田会員　昨晩はありがとうございました。60周

年祝宴委員会中川廣次副実行委員長、ごちそうさ

までした。

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

1/22

1/29

2/5

会員数

67

67

67

出席

44

43

43

うち出席規定
適用免除者

13

12

14

メーク
アップ

1

出席率

77.19％

76.79％

72.88％

確定
出席率

78.95％

▼相馬会員　マスクとかの確保に奔走する毎日で

す。早く収束してほしいと願っています。

▼北野会員　良い事が有ります様に。

▼友田会員　2月3日は節分、2月4日は立春です。

こよみでは春になりました。梅の花も満開です。ウイ

ルスにまけないように。

▼曽家会員　写真有難う。ご夫人誕生日。

▼平尾会員　バッジ忘れお詫び。例会欠席お詫び。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

日時：２０２０年２月５日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告

3.忘年家族会収支報告の件

4.２月卓話お礼・お土産代

5.新年初例会収支報告の件

6.ネパール・パイプライン・教育の場プロ

ジェクト事業報告書

7.大阪柏原ＲＣ創立50周年記念式典の

件

8.輝　口座残金の件

9.佐々木会員古稀祝の件

10.メークアップルールアンケート返信の

件

理事会議事録

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
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