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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「我らの生業」

●ゲストの紹介

　　北野　秀樹　様

　　原田　達也　様

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　クラブ広報委員会　新宮一誓委員長

●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

　「１年を振り返って」　　　笠井　実　会長　

　「コロナ対策について」　 北野　秀樹　様

●閉会　「点鐘」

●槌の引継ぎ

■卓話予告

7/1　「会長所信表明」　飯田寛光会長

　皆様、大変ごぶさたしております。久しぶりの例会開催に、

気の引き締まる思いです。このまま例会を開くことができずに

今年度が終わるのか、とも思っていましたが、最後に何とか２

回、開催できそうです。

　本日の卓話は「活動報告」ということで、各理事役員に今回

１回に凝縮して報告していただく予定です。今年度は休会に

伴い、4万円を皆様に返金させていただきますが、それでも

80万円あまりを次年度へ繰り越しできそうです。

　また次回の例会には、元保証協会の方をお呼びして、融資

の際のポイントなどについて1時30分から30分程度、お話し

いただく予定です。皆様の会社の、経理担当者なども参加し

ていただいて結構です。今さら聞けないお金の話をしていた

だきますので、ぜひ楽しみにしてください。

　また休会が続いたこともありますが、ニコニコ箱はあと１回の

みとなります。どうか皆様の最後のご協力を、よろしくお願い

いたします。

▼本日例会後、理事会を開催します。

第2857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

幹　事　報　告

八尾ロータリークラブ テーマ 会長　笠井　実

会　長　の　時　間



▼17日の例会は、休会いたします。

▼24日の最終例会は、通常通り行います。昼食も、持ち

帰り用でご用意いたします。時間を30分延長し、補助金

や融資などに関してお話しいただきます。

▼クールビズを実施しておりますが、バッジとジャケットの

着用をお願いいたします。

▼会員名簿の変更がある方は、本日が締切りです。再来

週に出来上がりをお渡しします。

▼佐野　清　会員

　1970年5月に、36歳で入会させていただきました。山畑さん

から誘われて、最初は断っていたのですが、入会を決心しま

した。ただ、当時は入会審査がとても厳しくて、決定まで２ヶ

月ぐらい待たされました。

　以来、今日まで50年もお世話になりました。その間にいろ

いろとおしえていただいたおかげで、なんとか現在までやっ

てきました。これまでの長い間、本当にありがとうございました。

▼中西　啓詞　会員

　この年齢になると、誕生日もあまりうれしくないものですが、

80歳を迎えることができました。新型コロナウイルス感染症で

命を落とすかもと、家族からも心配されています。ただ、心配

してもらっているだけ、ありがたいと思います。

　これからも健康に留意して、少しでもロータリーに役立てる

よう努力してまいります。今後もよろしくお願いいたします。

「活動報告」

▼クラブ管理運営委員会・小谷　逸朗　副会長

　各委員会を開いていただき、私もできるだけ出席するよう努

めました。

　会員増強委員会では中川（廣）委員長を中心に、8名もの

増強をしていただきました。新会員の歓迎会も開催していた

だきました。

　出席委員会は大槻委員長ほかで、阪神タイガースの矢野

監督にお越しいただくなどして、出席率の向上に取り組んで

いただきました。

　親睦活動委員会は山本（勝）委員長を先頭に初親睦会、

秋の親睦旅行、忘年家族会を開催していただきました。

　プログラム委員会は長竹委員長ほかの皆さんで、八尾市長

や警察署長などに卓話をしていただき、内容の充実に努め

ました。

　クラブ研修委員会は野村委員長を中心に、入会して年数

の浅い会員向けの研修会などを開催していただきました。

　クラブ広報委員会は新宮委員長を筆頭に、クラブ紹介動画

を作成いただき、外環状線沿いにはＰＲ用の看板を設置して

いただきました。My Rotaryも66％まで登録率を上げていた

だきました。

　越中八尾委員会は澁谷委員長らで、先方を訪問するなど

していただきました。

　各委員会の委員長、委員の皆様に御礼申し上げます。

▼SAA・稲田　賢二　委員長

　例会場の設営では、誕生日や血液型で座席を指定するな

ど、工夫しました。出欠は毎回回覧で確認し、食事について

のアンケートも２回実施しました。その結果をもとに、食事をご

提供いただく３社にも、協力を依頼しました。料理の内容も改

善できたのではないか、と思っております。

　会員の誕生日祝いには幡田元会員のお米、ご夫人誕生日

には中島会員の洋菓子、年次表彰の節目の年にはカタログ

ギフトをお贈りしました。

　今年度のニコニコ箱にも、皆様のご協力でたくさんのご寄

付をいただき、ありがとうございました。また今回返金されるこ

とになった会費についても、全額をニコニコに入れていただ

いた方もおられます。

　委員会の皆様も、ありがとうございました。

▼職業奉仕委員会・西村　衛　委員長

　卓話の時間には地区の職業奉仕委員長より、職業奉仕の

根幹について話していただきました。また井川会員にも、職

業奉仕について卓話していただきました。

　このほか、経費削減についての卓話をしていただいたり、

企業訪問として寺坂会員の帝国チャック様と宇野会員の

アーテック様を38名で訪問させていただいたりしました。メン

バーにとっても模範となる優良企業への訪問ができ、大変勉

強になったと思います。ありがとうございました。

　ただ、当日はスケジュールの調整がつかず、当初予定して

いた「輝」の子どもたちが同行できなかったのが残念でした。

卓　　　話

在籍50年の表彰

傘寿のお祝い



▼社会奉仕委員会・川田　隆　委員長

　今年度は、３つの事業を計画しました。

　まず、イルミネーションを年末年始に点灯しました。点灯式

には市長をはじめ、八尾ローターアクトクラブの会員予定者

らも参加していただき、大いに盛り上がりました。

　年末には児林会員の施設でもちつきを開催し、会員のほか

金光八尾のインターアクターや八尾RACのローターアクター

も参加し、70人以上が参加しました。

　３つ目の事業として、里親と里子をアドベンチャーワールド

に招待する計画でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響

で残念ながら中止となりました。そのかわり、4月にマスクを里

親会に寄贈しました。

▼国際奉仕委員会・児林　秀一　委員長

　ネパール大地震により生活用水が断絶されていた地域に

生活用水を確保して、子ども達が水くみから解放される事業

を実施しました。現地には、教育施設も整備しました。

　また、台北東ＲＣへの公式訪問も行いました。

　フィリピンのサンタマリアＲＣへの訪問も計画しましたが、新

型コロナウイルス感染症の影響で実現できませんでした。

　長いお付き合いの友好クラブ、姉妹クラブについては、現

在も奉仕を通じた交流ができているか、など再度考える時期

にきているのかもしれません。

　このほか、国際交流センターにマスクを寄贈しました。

　一年間、私なりに精一杯させてもらったつもりです。ありがと

うございました。

▼青少年奉仕委員会・田中　康正　委員長

　今年度も、金光八尾インターアクトクラブの支援を行いまし

た。台北での海外研修や金光八尾の文化祭、地区の年次大

会などに参加しました。

　また「自然の中で」や「リーダー研」、RYLAにも参加しました。

　このほかこども食堂への支援を、今年度も継続しています。

ただ、コロナの影響で３月から中止になっており、残念ながら

９月まで会場が休館の予定です。その間、キッチンカーで実

施できないか、ということで、今月から運用しています。12日

には支援金を贈呈予定です。

　輝への支援も行い、９月からスクーリングを開始しました。コ

ロナで休館していたリノアスも、先月から再開しています。

　RYLAの受講生を募り、当クラブ推薦の２名が参加しました。

　八尾ローターアクトクラブも５年がかりで、ようやく設立にこぎ

つけました。準備委員会から初顔合わせ、例会見学や模擬

例会などを行い、ＲＩからも認証をいただきました。

　現在は残念ながらコロナで動けない状態ですが、何とかつ

ながりを持ち続けている状況です。現在28名の会員の気持

ちが離れてしまうことも心配ですが、もう一度、引き戻していき

たいと思います。彼らにとっても例えば、ロータリアンと接点を

持てることなどは大きな魅力であると思います。

▼笠井会長　1年間お世話になりました。あと２回全力で

がんばります。

▼山本（勝）直前会長　皆様、お久し振りでございます。

在籍内祝い。ご夫人誕生日。

▼飯田会長エレクト　祝、例会開催。皆が集まると楽しい

です。

▼小谷副会長　皆様と元気でお会いできて嬉しく思いま

す。ロータリーの神様に感謝！ご夫人誕生日。誕生内祝

い。

▼吉田幹事　大変御無沙汰しております。本年度残りあ

と1回よろしくお願いします。在籍内祝い。

▼佐野会員　おひさしぶりです。これからもよろしくお願

いします。在籍５０年内祝い。誕生内祝い。

▼中島会員　ご夫人誕生日。誕生内祝い。

▼居相会員　3カ月の休会後に、例会再開を嬉しく思い

ます。皆様お元気でしたか。私は元気。

▼中西（啓）会員　ご無沙汰いたしております。在籍内祝

い。

▼寺坂会員　３月度ご夫人誕生日。

▼村本会員　在籍内祝い。

▼山本（昌）会員　オーオーオー→オ久しぶりです。みな

さん元気ですか！（手をあげる）

▼中川（廣）・松井会員　在籍内祝い。ご夫人誕生日。

▼井川会員　みなさま、お元気でしたか。ご夫人誕生日。

▼小林会員　良い事が有ります様に！

▼菅野会員　皆様お久しぶりで御座います。早く、平時

にもどります様に。在籍内祝い。

▼稲田会員　皆様お久しぶりです。また本日よりよろしく

お願い致します。在籍内祝い。

▼宇野会員　ひさしぶりです。元気にしてます。良い事が

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

2/19

2/26

6/10

会員数

68

68

68

出席

44

45

46

うち出席規定
適用免除者

13

16

14

メーク
アップ

0

出席率

75.86％

73.77％

77.96％

確定
出席率

75.86％

有りました。

▼川田会員　お久しぶりです。ご夫人誕生日。

▼田中会員　ご無沙汰してます！本日は皆さんからパ

ワーを頂きに例会参加しました。卓話宜しくお願いします。

在籍内祝い。

▼濵岡会員　世の中暗い話の多い中、気力で乗り切りま

しょう。

▼柏木会員　皆様お久しぶりです。奧谷さん、宇野さん、

お世話になりました。ご夫人誕生日。誕生内祝い。

▼新宮会員　皆様お変わりないですか？良い事が有りま

した。

▼山陰会員　ご無沙汰しておりました。ご夫人誕生日。

▼澁谷会員　お久しぶりです。みな様お元気でしたか。

私の所は、娘がオーストラリアから、息子は東京から帰っ

てきて、賑やかに成っています。

▼長竹会員　誕生内祝い。

▼野村会員　皆様お久しぶりです。

▼児林会員　コロナに負けず卓話頑張ります。

▼西村会員　皆様お久しぶりです。卓話、よろしくお願い

します。

▼富田会員　コロナにまけないように頑張りましょう。

▼福田会員　例会が復活して、ほっとしてます。

▼相馬会員　みなさま、久方ぶりにお目にかかれて、よ

かったです。誕生内祝い。

▼藤田会員　年次表彰有難うございます。

▼北野会員 本日もニコニコたくさんありがとうございました。

▼曽家会員　皆様、ご無沙汰しております。卓話楽しみ

にしてます。

▼平尾会員　雇用助成金をもらってがんばって仕事して

います。在籍内祝い。誕生内祝い。

▼倉内会員　久しぶりの参加です。また、よろしくお願い

します。

▼中西（啓）・寺坂・中川（將）・村本・山口・西・竹原・三

木・福村・谷口会員　会費返金全額をニコニコします。

　12日、八尾市立病院にマスクを寄贈しました。当クラブ

から1,000枚、地区から提供を受けた2,000枚と洗濯して

再利用が可能な布マスク200枚の計3,200枚を、贈呈しま

した。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

日時：2020年6月10日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告

3.「交通事故をなくす運動」八尾市推進

本部委員の依頼の件

4.会計特別監査の件

5.６月例会休会の件

6.６月例会開催時の昼食の件

7.年会費返金の件（40,000円）

8.松下先生休業の件

9.ローターアクト委員会専用口座開設及

び本年度委員会繰越金入金の件

10.６月２４日例会卓話延長の件

11.金光八尾高校インターアクト活動費の件

理事会議事録

市立病院にマスクを寄贈
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