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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「国歌」「奉仕の理想」

●ゲストの紹介

　　八尾市消防本部　警防課警防救助係

　　　　大河 智　消防司令補

　　　　東浦 正幸　第一主任

　　米山奨学生 ウアール，ミナ ミネア アレクサンドラ 様

　　出口 沙織様

●出席報告

●在籍表彰

会員年次表彰

　在籍33年　池尻　誠会員

　在籍 7年　大槻 恭介会員

　在籍 7年　富田　宏会員

　在籍 7年　大熊　勉会員

　在籍 6年　相馬 康人会員

　在籍 3年　松岡 伸晃会員

●お誕生日御祝い

　居相 英機会員・山陰 恭志会員・加藤 優会員・

　福田 隆教会員・田中 康正会員・

　森川 充康会員・曽家 清弘会員

●米山奨学金贈呈

●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　　

　　　「もしもの時への備えが あるまち」

　　　　　八尾市消防本部　警防課警防救助係

　　　　　　　大河　智　消防司令補

　　　　　　　東浦　正幸　第一主任

●閉会　「点鐘」

第2939回  例会  プログラム

国際ロータリー　テーマ

イマジン ロータリー
  国際ロータリー 会長　ジェニファー E. ジョーンズ

国際ロータリー　第2660地区　テーマ

大阪のロータリー 100周年を祝おう！
  国際ロータリー  第2660地区 ガバナー　宮里　唯子

八尾ロータリークラブ テーマ　　持続可能なロータリーへ　会長　吉本　憲司



■卓話予告

10/12　越中八尾ＲＣ　栃山 仁一 様

　　　　　　 「八尾の歴史と曳山」

　当日はこのほか福島昌之会長、春田真心・中

尾孝秀・竹島博幸・滝本満也・宮田明裕会員が

来訪されます。

10/19　WHO西太平洋地域事務局

　　　　　　高島　義裕　医師　（予定）

　　　　　「ポリオ根絶の現状と今後」　（仮題）

10/26　大阪西RC　田 原至 地区常任幹事

　　　　　　「ロータリーのDEIで育てられた今」

　新型コロナに関しては今週から、全数把握の見直し

が行われました。これで医療従事者の方々の負担が、

少しでも軽減されれば、と思います。また大阪モデル

も赤信号から黄色に変わり、陽性者数や病床使用率

も低下傾向にあります。

　ただし依然として大阪府内でも、毎日数千人単位で

新規の感染者が発生している状況です。気を緩めず

に、対策は継続していきたいものです。

　先週は卓話者に大松桂右市長をお招きし、八尾市

の現状について最新の情報をご提供いただきました。

いかがでしたでしょうか。八尾のまちのあり方について

は、皆様もいろいろとお考えのことがあると思います。

　八尾ＲＣとしてもより良い地域社会を実現するために

何ができるのか、これからも皆さんとともに考えてまいり

たいと思います。「こんなことをしてはどうか」というアイ

デアがございましたら、ぜひお聞かせいただければ、

うれしく思います。

　そして本日の卓話は、青芝フック様にお話しいただ

きます。楽しいお話をいろいろと聞かせていただけると

思いますので、皆様どうぞお楽しみくださいませ。

　次週以降の卓話についても、予告ということで会報

に掲載しておりますので、どうぞご覧ください。

　プログラム委員会にご尽力いただき、できるだけ会

員の皆さんに興味をお持ちいただけるような卓話のメ

ニューを考えております。

　これからも八尾市消防本部や越中八尾ＲＣ様など

を、卓話者にお迎えする予定にしております。どうぞ

お楽しみになさってください。そしてまた、例会へのご

出席を、よろしくお願いいたします。

▼秋のRYLAセミナーが23～25日に開催されまし

た。友田地区委員長のほか宮川・大橋・井川・曽

家・田中（正）・児林（秀）会員に参加いただきまし

た。

▼台北東RCより、訃報が届いております。チャー

ターメンバーの劉發克（りゅう・はつこく）会員が先

日、92歳でお亡くなりになりました。

▼八尾市市民憲章推進協議会より、緑の羽根募金

の依頼が届いております。募金箱を回しますので、

ご協力をよろしくお願いいたします。

▼次週例会後、理事会を開催します。上程資料の

ある方は、今週中にご提出ください。

▼本日例会後、クラブ戦略計画委員会を開催しま

す。委員の皆さんは、ご出席をお願いいたします。

幹　事　報　告

会　長　の　時　間



▼髙井　榮彌　会員

　ついに80歳を迎えました。お元気な先輩である、佐

野会員を目標に頑張っております。先日もいっしょに

ゴルフを楽しみましたが、まずはしっかり歩くことから始

めたいと思います。

　当家は分家してから私で５代目になるのですが、80

歳の大台を超えたのは私が初めてです。次は90歳を

目指して、90までゴルフをやっていきたいと思っており

ます。これからもよろしくお願いいたします。

▼地区RYLA委員会・友田　昭　委員長

　秋のRYLAセミナーが先日、開催されました。八尾

RCからもたくさんの方々にご参加いただき、ありがとう

ございました。

　また八尾RACからも２名が受講いただきました。児林

（秀）会員のお孫さんと、もう一人は大阪経済法科大

学の学生です。２人ともセミナーでは、頑張ってリー

ダーシップをとられていました。

「笑いと人生」

▼青芝　フック　様

　知らない人の前では話しにくいものですが、今日は

頑張ります。職業柄、流行りものには一応敏感でして、

新型コロナにも感染しました。コロナワクチンを４回接

種してから、かかりました。保健所へ連絡して、しばらく

は自宅で軟禁状態でした。

　漫画トリオの横山ノック、上岡龍太郎と言っても、最

近の若い人は知らないようです。そういう意味では、今

日はある程度の年齢の方ばかりなので、やりやすいで

す。

　本日はチャリティに役立ててもらおうと、色紙をたくさ

ん書いてきました。どれだけの値段がつくか、楽しみ

にしております。

　今日のお話のテーマは「笑いと人生」ということで、こ

れはまさに、僕の人生そのものだと思います。かつて

ノックさんから漫才に誘われたのですが、最初は乗り

気ではありませんでした。しかしテレビで漫才を見たの

がきっかけで、「あんなんになりたい」と思うようになりま

した。

　ダイマルラケットさんから呼ばれ、マネージャー的な

仕事をするとともに、芝居にも出演していました。ただ、

お客さんが笑う前に自分が笑ってしまう癖があったお

かげで、セリフが一気に減らされました。「もう、やめよ

う」と思っていたら、「（初代の）フックさんがやめるので、

卓 　 　 話傘 寿 の お 祝 い

そ の 他 の 報 告



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 ▼ 谷口　善紀　　副委員長 ▼ 菅野　茂人
委　  員 ▼ 居相・原田・田中（貴）・児林（健）

やらないか」とノックさんから誘われたのです。

　ところで、阪神タイガースについては、今年はふるわ

ない成績でした。監督やコーチなども、見ていて残念

に思います。次期監督に岡田氏か、ということですが、

まあいいのではないかと思います。近本選手は活躍し

ています。佐藤（輝）選手は、点で打っているのが気に

なります。ヤクルトの村上選手は、線で打っています。

　さて、「出世するやつは、よく泣く」と思っています。

葬式や見舞いで、すぐに涙を流す人がいます。横山

ノックさんや西川きよしさん、ざこばさんもそうです。み

んな、よく泣きます。出世する人には、４つの要素があ

ります。１．「スケベ」（好奇心が強いこと）、２．「いらち」

（すぐ怒るなど、第一印象で答えを出す、反応が良い）、

３．「わがまま」（いいことは自分のものにして発揮して

いく）、４．「ケチ」（無駄なお金を使わない）ある番組で

ご一緒しているホテルの社長は、おごってくれたことが

ありません。

　次に、ボケとツッコミについて。ツッコミは文春、ボケ

は政治家です。ボケは太陽、ツッコミは陰の要素があ

ります。今の時代は、ツッコミに入っていると感じます。

ゴルフの番組を14年間やってきました。その経験もふ

まえ、色紙を10枚用意しました。ゴルフにまつわる言

葉は、すべて直筆です。内容を紹介しながらオーク

ションしてまいりたいと思います。

▼吉本会長　青芝フック様、本日の卓話、よろしくお

願いいたします。

▼長竹副会長　青芝フックさん、卓話宜しくお願い致

します。

▼稲田幹事　先日は新入会員歓迎会、お疲れ様でし

た。本日、フック師匠ようこそおいで下さいました。よろ

しくお願い致します。

▼佐野会員　青芝フック師匠、色紙無理申しました。

本日の卓話楽しみにしております。

▼中島・鍋島会員　写真有難う。

▼高井会員　誕生内祝い。

▼山口会員　在籍内祝い。

▼中川会員　例会欠席お詫び。

▼山本（勝）会員　本日、野球部決起大会よろしくお

願いします。

▼菅野会員　フック様、卓話楽しみにしています。

▼田中（正）会員　先日の新入会員歓迎会にご参加

頂き、ありがとうございました。井川会員、学びにつな

がるお話、ありがとうございました。本日の卓話、青芝

フック様、楽しみにしていました。宜しくお願いします。

▼野村会員　今週もいろいろありました。

▼児林（秀）会員　本日、青芝フック先生、卓話よろし

く御願いします。曽家さん、先日花火とてもよかったで

す。ありがとう御座居ました。

▼富田会員　みなさまに良い事が沢山、沢山、ありま

すように!!

▼福田会員　よいことがありました。

▼相馬会員　気候の移ろいはげしき折、みなさまご自

愛ください。

▼友田会員　RYLAセミナーはロータリアン100名以上、

受講生36名の参加で開催しました。児林こうき君、藤

川てほ君が参加しました。一生懸命リーダーシップを

とってガンバッていました。ありがとうございました。

▼平尾会員　フック師匠、今日も面白い話、お願いし

ます。

▼佐々木会員　コロナ感染者数は確かに減りましたが、

周囲でポツポツ新たな感染者をみます。まだまだ御注

意下さい。

▼福村会員　青芝フック様、卓話のほう楽しみにして

おります。何卒宜しくお願いいたします。

▼原田会員　良い事がありますように！

■ 出席報告

月日

9/14

9/21

9/28

会員数

62

62

62

出席

42

40

46

うち出席規定
適用免除者

9

7

12

メーク
アップ

1

出席率

77.78％

76.92％

80.70％

確定
出席率

79.63％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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