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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「国歌」「歓迎の歌」

●出席報告

●年次総会

●直前会長・副会長・幹事へバッジ贈呈

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍25年　山本昌市会員

　在籍10年　野村俊隆会員

会員年次表彰

　在籍18年　笠井　実会員

　在籍17年　川田　隆会員

　在籍17年　飯田寛光会員

　在籍17年　吉本憲司会員

　在籍14年　新宮一誓会員

　在籍14年　奥谷英一会員

　在籍14年　山陰恭志会員

　在籍  9年　児林秀一会員

　在籍  8年　西　秀樹会員

　在籍  6年　中西広美会員

　在籍  2年　大橋裕之会員

　在籍  2年　川村健司会員

　在籍  2年　竹中浩人会員

　在籍  2年　竹原信二会員

　在籍　1年　佐々木洋会員

　在籍　1年　倉内雅寛会員

　在籍　1年　鍋島圭太会員

●お誕生日御祝い

　井川孝三会員（古稀）

　坂本憲治会員・菅野茂人会員・川田　隆会員・

　西　秀樹会員・北野和男会員・大橋裕之会員

●委嘱状伝達

　諮問委員会　委員　戸田　孝会員

　諮問委員会　委員　松本新太郎会員

　ＲＹＬＡ委員会　副委員長　友田　昭会員

　インターアクト委員会 副委員長 曽家清弘会員

　職業奉仕委員会　委員　小谷逸朗会員

　公共イメージ向上委員会　委員　笠井　実会員

　ロータリー財団委員会　委員　相馬康人会員

第2858回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

ロータリーは機会の扉を開く  国際ロータリー 会長　ホルガー・クナーク
国際ロータリー　第2660地区　テーマ

BACK, To the FUTURE ～基本に戻って、未来へ～ 国際ロータリー 第2660地区 ガバナー 簡　仁一

ロータリアンらしく　八尾ロータリークラブらしく　会長　飯田　寛光
八尾ロータリークラブ テーマ



　ローターアクト委員会　委員　児林秀一会員

●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

　「会長所信表明」　飯田寛光会長

　「活動計画」　吉本憲司副会長、

　　　６０周年実行委員会　 中西啓詞委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

7/15　「活動計画」

　職業奉仕委員会　相馬康人委員長

　社会奉仕委員会　平尾貴英委員長

　国際奉仕委員会　曽家清弘委員長

　青少年奉仕委員会　吉田法功委員長

　ＳＡＡ委員会　北野和男委員長

8/5　　「活動計画」

　会員増強委員会　中川廣次委員長

　出席委員会　　　山本隆一委員長

　親睦活動委員会　笠井　実委員長

　越中八尾委員会　澁谷登志和委員長

　プログラム委員会　川村健司委員長

　クラブ研修委員会　井川孝三委員長

8/19　ガバナー公式訪問

　ＲＩ２６６０地区ガバナー　簡　仁一様（茨木ＲＣ）

9/2　「活動計画」

　クラブ広報委員会　富田　宏委員長

　ロータリー財団委員会　大橋裕之委員長

　インターアクト委員会　大槻恭介委員長

　ローターアクト委員会　児林秀一委員長

　米山奨学委員会　　　　藤田隆司委員長

　クラブ戦略計画委員会　居相英機委員長　　　

　　　　　　　

　一年間お世話になり、ありがとうございました。後ほど卓話で、こ

の一年を振り返りたいと思います。

▼10日の理事会の議事録を会報に掲載しております。

▼本日、例会を延長します。PM2:00に終了予定です。

▼お弁当とともに、会長からのお気持ちをお配りしております。

▼次週7月1日の例会は、PM1:30からです。食事を済ませてから、

ご出席ください。

　一年間、皆様のご協力とご理解のおかげで無事に終えることが

できました。ありがとうございました。

▼クラブ広報委員会・新宮　一誓　委員長

　5月と6月の合併号から紹介します。新型コロナウイルス感染症

に対する、国内各クラブの活動が紹介されています。

　青少年奉仕月間に関して、RACがRIの加盟クラブに加えられる

ことになりますが、アンケート結果なども掲載されています。特集

は、海洋プラスチック問題についてです。環境問題に関して、考

えさせられる内容です。

▼ローターアクト委員会・児林　秀一　委員長

　29日にリノアスで、八尾ＲＡＣの最終例会を開催します。ロータ

リアンもぜひご参加ください。

▼青少年奉仕委員会・田中　康正　委員長

　22日、輝に対して会長をはじめ多大なるご支援をいただきまし

た。ありがとうございます。これからもご支援をよろしくお願いいた

します。

▼次年度・松井　良介　幹事

　7月1日から次年度が始まります。感染者を出さないよう例会は

当面、食事なしでPM1:30～2:30で毎月第1、３水曜に開催してい

きます。お間違えのないように、お願いいたします。

「１年を振り返って」

▼笠井　実　会長

　今年度はテーマとして「The Pursuit of True Service and 

Friendship　真実の奉仕と親睦を探求する」を掲げました。一年

間の探求の旅をご満足いただけましたでしょうか。

　クラブ管理運営委員会は小谷副会長を中心に、クラブ奉仕部

門を担当いただきました。会員にサービスを提供しロータリーライ

フを充実するため、各委員会に活躍いただきました。

　会員増強委員会では中川（廣）委員長で、今日も１人候補者を

連れてきていただきました。今年度は2名の再入会を含む8名も

の増強をしていただきました。これは16年ぶりの快挙です。

　出席委員会は大槻委員長を筆頭に、矢野監督の例会では

100％を達成していただきました。

卓　　　話

ロータリーの友紹介

その他の報告

幹　事　報　告

会　長　の　時　間



　親睦活動委員会は山本（勝）委員長ほかの皆さんで初親睦会、

秋の親睦旅行、忘年家族会と開催していただきました。5月の越

中八尾RC訪問は、残念ながら中止となりました。

　プログラム委員会は長竹委員長をはじめとする皆さんです。ご

尽力のおかげで、大松市長をはじめ行政からもたくさん来ていた

だきました。阪神タイガースの矢野監督やチェロアンサンブルの

演奏もありました。地区からも泉PGなどに来ていただき、メンバー

からも卓話をしていただきました。

　クラブ研修委員会は野村委員長ほかで、入会年数の浅い会員

に研修を行っていただきました。

　クラブ広報委員会は新宮委員長を中心に、内外に情報を発信

していただきました。外環状線沿いでは大槻会員にご協力いた

だき、ポリオの看板を掲示させていただきました。また私をはじめ

数人で、ＦＭちゃおにも出演させていただきました。

　越中八尾ＲＣ担当委員会は澁谷委員長ほかのメンバーで、２月

には公式訪問を行っていただきました。

　SAAは稲田委員長を先頭に、ご活躍いただきました。またニコ

ニコには、例会数が少ない中でもたくさんご協力をいただき、あり

がとうございました。

　職業奉仕委員会は西村委員長ほかのメンバーで、地区委員長

や井川会員の卓話をしていただきました。また宇野会員と寺坂会

員の超優良企業２社を見学させていただきました。

　社会奉仕委員会は川田委員長を中心に、RACやIAC、輝など

いろいろ巻き込んで事業を行っていただきました。年末のもちつ

きにはIACやこども食堂、RACも参加していただきました。

　国際奉仕委員会では児林委員長をはじめとするみなさんで、ネ

パールでの事業を行っていただきました。山からパイプラインを

ひいて、水が供給できるようにしました。これで子どもたちが毎日、

水をくみにいかなくてすむようになりました。

　青少年奉仕委員会は田中委員長を筆頭に、たくさんの事業を

行っていただきました。輝では不登校の子どもたちを支援し、山

口会員にはリノアスの会場を提供いただきました。先日は10万円

の特別定額給付金を、8名の会員が寄付してくださいました。

　そして特筆すべきは、ローターアクトクラブの設立です。20名も

の会員が集まり、数多くの準備を重ねながら頑張ってくれていま

す。これからも皆様のご支援を、よろしくお願いいたします。

　米山委員会は松井委員長を中心に、アンケートをまとめて地区

へ提出していただきました。現役の米山奨学生ではなく、米山学

友を見ればその価値が分かる、というお話もいただきました。

　インターアクト委員会は曽家委員長ほかのメンバーで、バザー

にもたくさんの商品を提供いただきました。金光八尾からポリオへ

寄付していただいています。彼らも奉仕の意識が高いと感じます。

ローターアクト委員会は児林委員長をはじめ、皆様にいろいろと

ご苦労をいただきました。

　今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大という異例の事態と

なりましたが、クラブでもコロナ対策をいろいろと行いました。

　まず里親への支援として白浜訪問を予定していましたが、コロ

ナで中止となりました。かわりに地区補助金なども活用して、マス

クを宇野会員の会社から購入し、里親会やこども食堂などに寄贈

しました。休会中でも、そうした奉仕活動ができました。

　またこの飛沫防止のパネルを、市役所にも寄付しました。これ

には私の会社のほか、鍋島会員にもご協力をいただきました。さ

らに当クラブの宇野・小林・奥谷会員が協力して、市にマスクを提

供されました。これは市民からも好評でした。

　補助金もたくさん申請し、相馬会員にご尽力いただきました。ニ

コニコもたくさんしていただき、地域に奉仕して還元させてもらえ

たと思います。

　一年間ありがとうございました。これらはすべて、会員の皆さん

方がやってくださったことです。皆さんの奉仕の気持ちは、熱いも

のあると改めて感じました。皆さんと奉仕活動ができたことを誇り

に思います。

「コロナ対策について」

▼大阪府信用組合協会・北野　秀樹　様

　私は現在、職員の研修の企画・立案などをしています。コロナ

で皆さんも大変な思いをされてきたことと思います。

　1次補正予算で国は25兆円あまりを計上しています。雇用維持

や事業継続に19兆円以上、などです。また今月、２次補正予算と

してさらに31兆円上乗せする予定です。これらは、ものすごい金

額です。家賃支援なども盛り込まれる予定ですが、これらはすべ

て、借金です。国債を発行して調達されるお金です。

　政府系金融機関なども支援策を打ち出していますので一度、

電話して問い合わせてみられてはいかがでしょうか。政府系は税

金を原資とした利子補給もされているため、低い融資金利が魅

力です。また民間金融機関でも、実質無利子で借りられるような

制度も設けられています。

　金融機関にはいろんな種類がありますが、ペイオフは過去に1

回行われただけです。

　金融機関との取引は、１行だけよりも、できればメインとサブで２

行と取引された方がいいでしょう。そうすることで比較もできますし、

いろんな情報が入ってきます。



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 ▼ 富田　　宏　　副委員長 ▼ 菅野　茂人
委 　員 ▼ 中川　　將　　川田　　隆

■ 出席報告

月日

2/26

6/10

6/24

会員数

68

68

68

出席

45

46

52

うち出席規定
適用免除者

16

14

15

メーク
アップ

0

出席率

73.77％

77.96％

86.67％

確定
出席率

73.77％

▼笠井会長 今年1年お世話になりました。ありがとうございま

した。

▼山本（勝）直前会長　笠井会長、大変御苦労さまでした。

▼飯田会長エレクト　笠井会長、1年間ご苦労様でした。

▼小谷副会長　一年間大変お世話になりました。

▼吉田幹事　1年間大変ありがとうございました。

▼佐野会員　笠井会長執行部の皆様、お疲れ様でした。多く

の奉仕活動有難うございました。

▼松本・山陰会員　一年間お世話になりました。

▼居相会員　波乱の年、笠井会長、小谷副会長、吉田幹事、

無事着岸お疲れ様でした。

▼坂本会員　一年間お世話になりました。執行部の方々、お

疲れ様でした。

▼池尻会員　1年間おつかれ様でした。

▼中川（將）会員　笠井会長執行部の方々、一年間おつかれ

様でした。御世話になりました。

▼村本会員　笠井会長はじめ理事、役員の皆さん、大変な時

にご苦労様でした。立派でした。

▼山本（昌）会員　本年度会長はじめ役員の方々、1年間新

型コロナ年度ご苦労様デシタ。

▼中川（廣）会員　原田達也さん、ようこそおいでくださいまし

た。入会をお待ちしております。

▼井川会員　笠井会長はじめ理事役員のみなさま、一年間ご

苦労様でした。多くのすばらしい事業ありがとうございました。

▼小林会員　笠井会長、役員の皆様、大変おつかれ様でし

た。北野秀樹様、本日卓話よろしくお願いします。

▼菅野会員　大変な一年でしたが、ご苦労様でした。

▼稲田会員　一年間ニコニコに御協力いただきましてありがと

うございました。

▼田中会員　輝に多大なる支援ありがとうございました。本年

度、大変お世話になりました。

▼濵岡会員　会長はじめ会員の皆様、一年間大変お世話に

なり、有難うございました。次年度も宜しくお願い致します。

▼柏木会員　笠井会長はじめ執行部理事役員の皆様、1年

間お疲れ様でした。

▼松井会員　今年度、米山委員会お世話になりました。

▼奥谷会員　1年間おつかれ様です。長い間お休みしました

が、いろいろと皆様にお世話になりました。ありがとうございま

した。写真有難う。

▼新宮・澁谷・竹中・倉内会員　一年間ありがとうございました。

▼長竹会員　プログラム委員会、御協力に感謝。

▼野村会員一年間おつかれ様でした。ありがとうございました。

▼児林・大熊会員　笠井会長、一年間おつかれ様でした。

▼西会員　いつも欠席申し訳ございません。福島県に会社を

立ち上げ、毎週水曜日が帰阪日か出発日になっており、例会

出席がおろそかになっています。お許し下さい。

▼西村会員　今年度も皆様ありがとうございました。

▼大槻会員　1年間多数の出席ありがとうございました。

▼福田会員オブザーバー原田様、ようこそおこしくださいました！

▼相馬会員　1年間、みなさまに見守っていただき、有難うご

ざいました。つたない司会ではございましたが、おかげ様で無

事、終えられそうです。

▼北野会員　1年間無事にすみました。

▼曽家会員　笠井会長、卓話楽しみにしてます。

▼平尾会員　笠井会長、一年間おつかれ様でした。ありがとう

ございます。

▼大橋会員　最終例会、笠井会長、役員、委員長様、おつか

れ様でした。

▼川村会員　また年を取りました。ありがとうございます。誕生

内祝い。

▼竹原会員　誕生内祝いありがとうございます。

▼鍋島会員 久々に皆様にお会いできて、パワーをいただき

ました。

▼福村会員　ありがとうございました。

▼谷口会員　お久しぶりです。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

ニ　コ　ニ　コ　箱
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