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出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2189回 27名 15名 71.4％
出席義務免除

7名（出 1）

第2187回 27名 15名 71.4％
補    填

2名

Rotary International

国際ロータリー会長

バリー・ラシン

2018‐19 年度 RI テーマ

四四四つつつのののテテテススストトト

言行はこれに照らしてから

1. 真実かどうか

2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるかどうか

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB
●創   立：１９７３年２月２３日

●会   長：品川 芳洋

●幹   事：堀内 伸也

●会報委員長：高岡 正和

新しく生まれ変わろう

―クラブルネッサンス

第 2190 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢クラブソング」

③ ビジターの紹介

④ 東大阪みどりＲＣ様より記念事業のＰＲ
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⑤ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑥ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑦ 「ロータリーの友」紹介

浅井 寿徳広報・雑誌委員長

⑧ 卓話「人生を変える感動の言葉」

桑田 タア子会員

⑨ 閉会 点鐘

＊8/17（金）は定款による休会

第 2191 回例会 8月 24 日（金）

☆卓話

「どうする!!『所有者不明の土地・空き家』」

鈴木 洋会員

☆地区大会のＰＲ 大阪南ＲＣより

ニコニコ箱

●いろいろ歳時が多い本格的な夏の到来。楽しみま

しょう！

上山さん、卓話楽しみです。  品川 芳洋会員

●毎日暑いですね！水分補給を忘れずにして下さ

い。又、冷房を忘れずに。   石川 義一会員

●お暑つうございます。

上山さん、卓話ご苦労様です。  鈴木 洋会員

●上山さん、卓話ご苦労様です。若かりし頃の甲子

園を思い出して酷暑のなか、業務に頑張って下さ

い。             奥田 長二会員

●上山会員の卓話楽しみにしています。

                森下 慶治会員

★8/25（土）

  2018-19 年度クラブ職業奉仕委員長会議

於：大阪科学技術センター 8階 中ホール

受付 9：30～ 開会 10：00～ 閉会 12：00

長尾 穣治職業奉仕委員長 出席予定



●上山さん、本日の卓話を楽しみにしておりました  

が、体調不良で欠席させていただきます。お話し

が聞けず、残念です。     池本 繁喜会員

●家内の誕生日月お祝いありがとうございます。

上山会員、卓話ご苦労様です。 長尾 穣治会員

●楽しいひとときでした。皆様、是非次回は!!

       慰労会＆炉辺会合参加メンバー一同

●今回合計 12,000円

●累計  169,000円
8 月誕生月祝

高橋会員・堀内会員

イクロプラスティック」粒子はあらゆる大きさの

海洋生物の体内に取り込まれる深刻な事態にな

っています。

今、廃棄物について、我々にできる行動は Reduce

（削減）、Reuse（再利用）、Recycle（再生）の３

Ｒです。

私は日用品の買い物などにMy Bagを常に携帯し、

レジ袋を拒んでいます。

いったん手にしたレジ袋も上手くたためば再利

用に容易に備えることができます。

真に細やかなことですが、まだ関心を持たれてい

ない会員諸氏に、是非実践していただきたいと願

っています。

幹事報告

【配布物】

・週報

【回覧】

・ガバナー月信 8月号

・7月豪雨義捐金募金箱

【連絡事項】

・8/17（金）休会

会長の時間

異常気象とも言える猛暑が連日続いています。

8月に入って、夏休みをはじめレジャーが活発化し、

身近に消費する機会が多くなるプラスチックのごみ

についてひと言。

今年6月にカナダで開催されたG7主要 7か国首脳会

議でプラスチック汚染問題が協議され、合意文書の

プラスチック憲章を取りまとめられましたが、誠に

残念且つ恥ずかしいことですが日本とアメリカは署

名しませんでした。

プラスチックほど人々の暮らしを変えた発明品も珍

しく、我々の生活にとって今や、必需材となってい

ます。医療、自動車、航空機、生鮮食料等、生命維

持、効率的な燃料消費による大気汚染削減、自然水

を届ける容器に至るまで、ごみになる前のプラスチ

ックは皮肉なことに、健康、人命維持に、不可欠な

役割を果たしています。

他方、世界で生産されるプラスチックの約半分は使

い捨てられ、廃棄されたプラスチックの約 90％はリ

サイクルされずにいるとのこと。

中でも、回収されなかった廃プラスチックの海への

流入（推定毎年 8000 万トン）は増え、海洋生物の生

態系に影響を与えています。直径 5ミリ以下の「マ



「第１００回全国高校

野球選手権記念大会

まもなく開催」

  上山 惣太会員

８月５日(日)に開幕する全国高校野球選手権記

念大会も今年で１００回となります。

歴史ある大会ですので１００年分振り返りたい

ところですが、時間もありますので今回の卓話当

日は八尾東ＲＣ会員の高校時代の甲子園大会の

戦績や出来事を振り返りたいと思います。私も振

り返りますと、意外と自身の時代よりも小・中学

校時にあこがれをもって観戦していた時代のほ

うが記憶に残っていたのを今回思いました。

昨今の代表校をみますと圧倒的に私学が目立ち

ますが、過去をみると商業高校など公立勢の活躍

が目立ちました。柳さん世代の銚子商業、防府商

業(両校は優勝、準優勝)、高知商業、徳島商業、

松山商業、広島商業など聞き覚えのある学校がず

らりとします。

野球自体も変わってきました。木製バットから金

属バットにかわり、本塁打も１０本台から２０

本、３０本となり昨年の大会は６８本と記録を塗

り替えました。清原選手が持つ個人の大会本塁打

も６本に塗り替えられました。それは練習方法に

も変化がみられます。

中学生から練習時間中に追加ごはんを用意し、食

べるという食育トレーニングも当たり前になっ

てきていることや、筋力トレーニングにも重点を

おき、また週一回の休養日を設け体を休め、作る

といったことも積極的に取りいれています。我々

の学生時代とは全く違う考え方でしょうか？私

自身の高校も週一回詩吟をとりいれたり、冬場は

エアロビクスを取り入れたりはありましたが、継

続的には行われませんでした。

また技術的な面では打者のトレーニングは筋力ト

レーニングでパワーをつけ、高性能のバッティング

マシンで技術をあげ、体には防具をつけ、両手に手

袋をつけ…とますます向上に向かっていますが、投

手に関しては、トレーニングは色々あるものの、や

はりランニングや自身の映像分析など地味なもの

しかなく打高投低の投手受難の傾向は強まってい

ます。

ルール面でも大きな変化があります。今年度より新

たに導入される【タイブレイク】にも注目です。延

長１２回を終えて同点の場合、１３回からは無死

１，２塁、打順は前の回から続く継続打順ではじめ

決着がつくまで続けるといったものです。

これは投手の投球数の軽減、故障の予防を重視する

ことが目的とされます。

両チームにビッグイニングのチャンスがあり、新た

なドラマがでてくると思われます。

今大会は記念大会ということで例年２校が代表と

なります北海道、東京に加え地方大会の参加校数が

多く、準々決勝の前に５回戦を行っている埼玉、千

葉、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福岡の７府県も２

校が出場します。福岡から複数校が出場するのは初

めてです。

会期は８月５日から１７日間で、８月２日に大阪フ

ェスティバルホールで抽選会が行われました。過去

８０回大会、９０回大会で５５校の代表校がありま

したが、今第１００回記念大会は過去最多となる５

６校の出場で大優勝旗を争います。また第９５回大

会から導入していた回戦毎の抽選から３回戦まで

の組み合わせを決定する方式に戻されております。

それでは皆様まだまだ暑い日が続きますが高校球

児に少し元気をもらい、新たなスーパースター登場

に期待し、高校野球を楽しみ、今年の夏も乗り切り

ましょう！！



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY 

8 月度定例理事会報告

幹事：堀内 伸也

●日 時：2018 年 8月 3日(金)

例会前 12：30～13：20

●場 所：かがやき 1階ロビー

●出席者：理事役員 6名、オブザーバー1名

案件：

①会計報告７月分 → 承認

②会費未納者の件

  → 幹事より督促することで決定

③事務局契約の件

  → デベロッパーへの打診はしているが、回答

    なし（引続き待機）

④ダウンタウンマニラＲＣ創立40周年記念式典への

招待の件

  → 2019 年 2 月 21（木）～2月 24（日）開催、

    9/末めどで出席者等を確定し先方へ回答す

    る

⑤前年度奉仕活動の写真提出の件（地区大会用）

  → カローリングの写真を選択

⑥今年度の国際奉仕事業の件

  → 担当委員長と現状確認を早急に進める

⑦今年度の社会奉仕事業の件

  → ①アールブリュットの件、本年度の進捗確

    認（担当委員長）

  → ②教育委員会打診の件（恵まれない不登校

    生支援など）次回の協議会にて議論するこ

    とで決定

⑧その他

  → 事務局の暑さ対策での整理整頓

   （デスク移動など）

以上


