
★例会場：八尾市生涯学習センター<かがやき> 〒581-0833 大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16 ℡:072(924)3876

★例会日時：毎週金曜日13時30分

★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 LINOAS（リノアス）8階 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620

★http://www.yaohigashi.org/  E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

☆卓話なし

◎第 3回クラブ協議会（14：00～）

＊10/13（土）

  広報・情報・公共イメージ向上セミナー

決議審議会決議案 説明会

  於：大阪ＹＭＣＡ 2Ｆ 大ホール

  登録受付 13：30～ 会議 14：00～16：50

  長尾 穣治会長エレクト 出席予定

２０１８年１０月５日（金）第２１８３号

2018年 9月 28日（金）

出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2195回 27名 15名 75.0％
出席義務免除

7名（出 0）

第2193回 27名 18名 81.8％
補    填

3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 2196 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

③ ビジターの紹介

④ 会員及び会員夫人誕生月祝

  浅井会員、上山会員、桑田会員、中澤会員

  浅井夫人、木村夫人、品川夫人、高橋夫人

⑤ 会員結婚記念日祝   上田会員、柳会員

⑥ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑦ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑧ 卓話 ｢米山記念奨学会について｣

       大橋 秀造米山奨学委員長

⑨ 閉会 点鐘

＊例会前：10月度定例理事会

第 2197 回例会 10 月 12 日（金）

＊鈴木 慶一ガバナー補佐＆

  加茂 次也ガバナー補佐エレクト

クラブ訪問

☆｢ロータリーの友｣紹介

         浅井 寿徳広報・雑誌委員長

ニコニコ箱

●フォーラムでの活発な意見を期待しています。

                品川 芳洋会員

●堀内さん、カンボジアご苦労様です。

                 鈴木 洋会員

●今日は会員組織委員会のクラブフォーラムです。

大松さん、よろしく。

そして堀内幹事、カンボジア行きご苦労様。よろ

しくお願いします。      石川 義一会員



●第 2 回クラブフォーラム、大松会員組織委員長、

宜しくお願いします。     大橋 秀造会員

●堀内さん、カンボジア気をつけて。

大松さん、フォーラムよろしくお願いします。

                長尾 穣治会員

●炉辺会合お疲れ様でした。

台風が近づいています。近畿地方には日曜日に上

陸する予報ですので、皆様ご注意ください。

           第 2回炉辺会合出席者一同

●今回合計   8,000円

●累計     220,000円

幹事報告

【配布物】

①週報

②10月の予定

【連絡事項】

①秋のライラ終了報告（茨城西ＲＣ）

以上

会長の時間

今年は日仏友好 160 周年、在日フランス商工会議

所創立 100 周年、そして私が関わる関西フランス

会 20 周年と日仏関係にとって記念すべき年とな

っています。

9月７日から15日までは皇太子殿下がフランス政

府の招待で公式訪問されています。

フランスとの関わりは江戸末期に遡ります。徳川

幕府はフランスから軍人顧問を招聘していまし

た。

幕府と新政府とが激しく戦った戊辰戦争の末期、

幕府の海軍トップ榎本武揚は軍艦を乗っ取って

北海道に向かい函館五稜郭に構えます。

この五稜郭そのものも幕府が蝦夷を治めるため

に築いた城郭都市で、すでにフランスの城郭建築

が導入されていました。

興味あるのは、榎本が北海道に向かう時、フラン

ス軍人顧問団のブリュネ等フランス軍人が軍籍

を離れて榎本に追従したことでした。遠く母国を

離れてきている連中が敗軍の将と行動を共にす

るとは、榎本武揚という人がよほど魅力的な人物

であったかを思わせます。

1869 年（明治 2 年）、榎本は新政府軍の手にと

らえられるのですが、その有能さが故に、黒

田清隆や福沢諭吉等に助けられ、後には新政

府に登用、大臣にまでなり活躍します。一方、

フランス人については捉えられるも後日、迎

えに来たフランス軍艦に引き渡され無事フラ

ンスに帰国したとのことです。

修好 160 年といっても当初から日本の近代黎

明期に深い関わりがあったことが分かりま

す。

第二回クラブフォーラム報告

会員組織委員長

大松 桂右

会員組織委員会には①会員増強委員会②会員研

修・情報委員会（会員選考を含む）③広報・雑誌

委員会の 3つの委員会があります。

①会員増強については、昨年度末において 1名が

退会をされ、現時点ではそのままとなっていま

す。増強に関しては、各会員の人間関係によると

ころが大いにあり、引き続き、各会員が RC の魅

力等を発信し増強に努める必要があります。フォ

ーラムでは、クラブ内でグループ分けをし、対象

者に何度も訪問する事も必要ではという意見が

出ました。

②会員研修・情報委員会については、まず、会員

自らが日々ロータリー活動等、自覚や知識を深め

なければなりません。そのためにも会員相互の情

報交換や懇親を深める必要があります。それに

は、例会前後の時間や炉辺会合等を活用し、常に



プログラム、ロータープラスト（Rotaplast）の始

まりです。

2004 年からチリのロータリアンがプログラムを主

導するようになって以来、数年間で同国の多くの医

師が参加するようになり、癌患者の乳房再建を行え

るほどプログラムは拡大しました。

「スペイン語を話す人と英語を話す人が一緒に活

動して結果を出してることがロータリーの素晴ら

しさ」と、米国オハイオ州の整形外科医、ジェーム

ズ・リーマン（フェアローン・ロータリークラブ会

員）は話します。

「これが私のロータリアンスマイル」、と彼女は言

ったんです

今年 2月、リーマンさんは、米国の形成外科医、麻

酔科医、看護婦のチームと共に、チリ北部の国境か

ら約 130km 南の港町イクイケを訪れました。チーム

の食費・宿泊施設の支払い、国内交通費は、近くの

鉱物産業からの資金援助や地元会員が賄いました。

飛行機代は医師たちが自己負担したほか、オハイオ

州の非営利団体がスタッフ渡航費を負担しました。

チリでは年に約 600 人の口唇口蓋裂の子どもが生ま

れています。政府が 8つの治療センターを設立して

も、その順番待ちリストは長く、何年も待たなくて

はなりません。

そのため、チームが活動する病院では、土曜の朝早

くから 250 人を超える患者の行列ができました。チ

リ全国から患者が集り、中には 2000km 以上も旅し

てきた家族もいました。

手術室は 4つあり、それぞれ口唇口蓋裂、耳の再建、

乳房再建、その他の用途に使用します。チームは多

忙です。患者のニーズと複雑さに基づいて決定が行

われ、今回の滞在中に患者 82名に手術をしました。

多くの患者は完全な再建に複数回の手術を要し、中

には完了まで数年間、毎年手術を受けなければなら

ない人もいます。

最後の手術が終わっても、患者とロータリーとの関

係は続きます。

冒頭で元患者と再会したロマンさんは、その後、そ

の女性をロータリー行事に招待しました。300 人の

会員を前に、彼女は自分の人生を変えた手術につい

て講演。彼女の輝くロータリアンスマイルに、多く

が涙を流しました。

気づきや発見があるような機会づくりが大切で

す。フォーラムでは、これまでの炉辺会合の開催

や、次回の移動例会後の炉辺会合の開催の案内が

あり、積極的な参加の呼びかけがありました。

③広報・雑誌委員会については、まだまだ RC の

存在や活動内容等が一般には理解されていない

状況であり、今後もあらゆる媒体等を活用しなが

ら公共イメージの向上に努めなければならない

事の確認ができました。

当クラブが創立されて長年になりますが、クラブ

を取り巻く様々な環境の変化がこの間あったよ

うに思います。その変化に柔軟に対応し、今日に

至っていますが、この 3つ委員会がフルに動くこ

とによって、この先のクラブ運営にも影響がある

ように感じていますので、今後ともご協力をお願

い致します。

～ロータリーニュースより～

笑顔の理由

執筆 Diana Schoberg 

2012 年、リカルド・ロマンさんがデパートで買い

物をしていたとき、20代前半らしき女性が近づい

てきました。「見覚えはない」とロマンさんは感

じたそうですが、それもそのはず。その女性と以

前に会ったのは 10年以上も前。そして何よりも、

彼女の笑顔に劇的な変化があったからです。レニ

ャーカ・ロータリークラブ（チリ）の会員である

ロマンさんは、口唇口蓋裂やほかの先天性欠損症

がある子どもを支援するプログラムで全国コー

ディネーターを担っています。この女性は、支援

を受けた子どもの一人でした。

『「これが私のロータリアンスマイル」、と彼女

は言ったんです』

そう振り返る、ロマンさんの声は震えていまし

た。このプロジェクトは 1993 年、サンフランシ

スコのロータリアンが、チリで再建手術を行う医

療団を派遣したことから始まりました。これこそ

現在、26カ国にチームを派遣するまでに発展した
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