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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「四つのテスト」

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　クラブ広報委員会　富田　宏委員長

●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　「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

　　会員増強委員会　山陰恭志副委員長

　　出席委員会　山本隆一委員長

　　親睦活動委員会　吉本憲司副会長　

　　プログラム委員会　川村健司委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

8/5　　「活動計画」

　ＳＡＡ委員会　　北野和男委員長

　越中八尾委員会　澁谷登志和委員長

　クラブ研修委員会　井川孝三委員長

　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

8/19　ガバナー公式訪問

　ＲＩ第2660地区ガバナー 簡 仁一様（茨木ＲＣ）

　いよいよ新年度が始まりました。所信などについては後ほど、卓

話で詳しくお話しさせていただきます。

▼本日例会後、理事会を開催します。

第2859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

幹　事　報　告

八尾ロータリークラブ テーマ

会　長　の　時　間



▼次回の例会は7月15日PM1:30～開催します。食事はなしです

ので、ご注意ください。

▼表敬訪問につきまして大阪柏原と八尾東、八尾中央、大阪フ

レンドの４クラブとの相互訪問は、感染防止のため中止とします。

▼6日に八尾RACの初例会が開催されます。

　クラブ細則を今年度に限り、変更します。

１）　例会は毎月２回（第１・３水曜日）開催。時間は原

則、食事なしの場合は13：30～14：30に変更。

２）　会費を年間20万円に変更。

　以上、出席者により承認されました。

▼井川　孝三　会員

　この年齢になると個人的な欲望も減って、日本やロータリーがこ

の先どうなるか、といったことの方が気になります。

　現在はコロナが蔓延していますが、100年前にはスペイン風邪

が世界で流行しました。このときロータリアンも、リハビリ協会を立

ち上げるなど救助に活動しました。当時、世界的なパニックの中

で逃げ出したロータリアンはいなかったそうで、以来「ロータリアン

の会社はつぶれない」と伝説のようによく言われました。

▼ローターアクト委員会・児林　秀一　委員長

　八尾ローターアクトクラブの新年度第１回の例会が、7月6日に

開催されます。ロータリアンの皆さんも、ぜひご参加ください。

▼親睦活動委員会・吉田　法功　副委員長

　コロナ感染予防のため、例会受付で名札などはお配りしていま

せん。各自でお取り願います。また名札の返却も、ご自身でお願

いいたします。

「会長所信表明」

▼飯田　寛光　会長

　本日は多数ご出席いただき、ありがとうございます。新型コロナ

ウイルス感染症の世界的な拡大により、先行きが不透明な中で

の幕開けとなります。ここ数日は国内でも新規感染者が増加して

おり、世界でもアメリカやブラジルなどで急増している状況です。

　本心としては、当クラブから感染者は出したくありません。ワクチ

ンや治療薬が開発されて流通するときが、コロナ禍の収束時期

かと思っています。慎重になり過ぎと言われるかもしれませんが、

もし感染者が出れば２週間隔離され、濃厚接触者も２週間の隔

離となり、消毒作業もしなければなりません。

　さまざまな迷惑が、会員のほか家族や社員などにもかかってき

ます。また一度感染すると、後遺症が残るとも聞いています。

　目に見えないコロナウイルスという敵と闘い、会員の健康と会員

の会社の健康を守らねばなりません。そのためにもコロナウイル

スを「正しく恐れ」、クラブを運営してまいります。

　何が正解でどこが終着点なのか、手探りの状態ですが、常に

「最悪のシナリオ」を想定して、絶対に「八尾RCから感染者は出さ

ない」という覚悟で臨みたいと思います。例会開催にあたっては、

ガイドラインも作成いたしました。

　さて、今年度の国際ロータリー、ホルガー・クナーク会長のテー

マは、「Rotary Opens Opportunities　ロータリーは機会の扉を開

く」です。「ロータリーとは、クラブに入会するだけでなく、無限の

機会への招待です。ポリオ根絶のように大規模で歴史的なプロ

ジェクトから１本の植樹まで、奉仕する機会の扉を開いてくれま

す」と述べておられます。

　また国際ロータリー第2660地区簡仁一ガバナーのスローガンは

「Back, To the Future　基本に戻って、未来へ」ロータリーの基本

を再確認、ロータリアンとしての誇りと自信を、ロータリーの未来を

つくる、です。「Back to the basics and fly to the future　ロータ

リーの基本に戻って、新たなる未来へ飛び立つ」という意味です。

　さて、本年度は八尾RCの創立60周年にあたります。歴史と伝

統のあるクラブとして過去の歴史を再確認し、今後どうあるべきか

を問う、そんな60周年にしたいと思っています。60周年は人間で

いえば還暦、ゼロに戻るという意味も含んでいます。会員もかなり

新陳代謝しました。直近5年間に入会されたメンバーが、3割を超

えています。そこで原点に回帰し、ロータリアンのありよう、ロータ

リークラブの存在意義を今一度、新しい会員を中心に学び直す

時期になってきていると感じます。

　本年度のクラブのスローガンは「ロータリアンらしく　八尾ロータ

リークラブらしく」であります。ロータリアンとは、高潔さと高い倫理

基準をもつ職業人の集まりです。温故知新で過去を学び、理解

し、新しきを考え決断して実行することが大切です。

　また「四つのテスト」は、客観的に物事を決める上で大きな助け

となります。これらを自分のものとして理解し、議論を重ね、結論

を出して実行する。それが「ロータリアンらしく」です。

卓　　　話

古希のお祝い

定足数例会を開催

その他の報告



　八尾ＲＣはこれまで、数多くの奉仕事業で実績を残してきました。

歴史と伝統のあるわがクラブがさらなる新陳代謝を繰り返し、独

自の文化を花開かせる。それが「八尾ＲＣらしく」だと考えます。

　各委員会はコロナ禍で活動しにくいとは存じますが、どうか会員

の身体の健康と会社の健康を重視して活動をお願いいたします。

地区行事もPETSなどがすべて中止され、地区研修・協議会は資

料が地区のホームページに掲載されています。毎年の各クラブ

表敬訪問や初親睦会、自然の中で、インターアクトの海外研修、

秋のRYLAなども中止となりました。

　例会の回数が減っても、つながりを重視して、個性のある、しな

やかなクラブを目指して頑張ってまいります。皆様のご支援、ご

協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「活動計画」

▼吉本　憲司　副会長

　クラブ管理運営委員会として、クラブ奉仕の各部門を担当させ

ていただきます。コロナの状況下で例年通りの活動を展開できま

せんが、その時々の状況に応じ、できる範囲での活動を行ってい

きたいと思います。

　また本日は、今年度に例会を開催するにあたっての基本方針

とガイドラインをお配りしております。

　基本方針としては、オンライン会議なども併用しながら、例会を

段階的に再開していきます。会社経営や奉仕活動などについて

の情報交換、意見交換の場としても、例会を開催していきたいと

考えております。

　ガイドラインに関しては、例会の招集・会場の設営・例会の運営

について、資料の内容に沿って運営していきたいと考えています。

皆様にはマスクの着用をお願いし、発熱などの症状があれば出

席を見合わせてください。また会場内では消毒や距離の確保な

どにご協力ください。筆記用具は使いまわしを避けるため各自で

ご持参いただき、演台のマイクにも触れないようご注意ください。

また熱中症対策のため、水分も適宜補給してください。

▼60周年実行委員会・中西　啓詞　委員長

　60周年の準備状況について、現況を報告させていただきます。

　これまで11回の会議を行ってまいりました。来年3月に記念式典

を開催し、天童よしみさんをまねくなどの計画を立案してきました。

記念事業でも、図書の寄贈などを予定していました。

　ただ新型コロナウイルス感染症により状況が一変し、式典会場

の予約もいったんキャンセルし、事業などの計画もいったん白紙

に戻しました。現在のところ式典・祝賀会はこの会場で、会員と家

族のみで実施するつもりで、来年6月ごろを予定しております。

　今後も第2波、第3波の到来などが懸念されており見通しも流動

的なことから、予測が困難な状況が続きますが、今後も皆様のご

理解とご協力をよろしくお願いいたします。

▼飯田会長 初例会を迎える事が出来ました。今年1年間つ

たない会長ですが、ご協力宜しくお願いします。在籍内祝い。

▼笠井直前会長　１８年もの長きにわたりありがとうございまし

た。在籍内祝い。

▼田中会長エレクト　しっかりと考える1年になります。本年度

も宜しくお願いします。

▼吉本副会長　今年度よろしくお願いします。在籍内祝い。

▼松井幹事　本年度みなさまのご協力宜しくお願いします。

▼居相会員　飯田丸の出航をお祝いします。飯田会長、吉

本副会長、松井幹事、よろしくお願いします。

▼中西（啓）会員　飯田会長はじめ理事役員の皆さん、今年

1年よろしくお願いします。又、60周年実行委員会にもご協力

をお願いします。

▼寺坂会員　飯田丸の船出を祝して。

▼池尻会員　飯田会長、頑張って下さい。北野さん、頼りな

いＳＡＡ会員ですが、よろしくお願いします。

▼池尻会員　1年間おつかれ様でした。

▼中川（將）会員　新年度を祝して。

▼村本会員　大変な時期ですが、ご健闘を祈念します。

▼山口会員　誕生内祝い。

▼山本（昌）会員　飯田新会長の船出とご活躍をお祝い申し

上げます。

▼中川（廣）会員　飯田丸の出航おめでとうございます。副会

長は、大丈夫だと思いますが、幹事が少し心配です。例会も

半分になったので、何とか乗り切って下さい。

▼山本（勝）会員　飯田会長、これから1年間よろしくお願い

致します。

▼井川会員　古稀の御祝いを頂いて。誕生内祝い。

▼小林会員　本年度もよろしくお願いします。

▼菅野会員　飯田会長、初例会おめでとうございます。一年

間よろしく。誕生内祝い。

▼稲田会員　また、今年度もＳＡＡ委員会です。ニコニコよろ

しくお願い致します。

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

▼宇野会員　飯田丸、出発祝います。がんばってください。

▼濵岡会員　飯田会長はじめスタッフの皆様、1年間よろしく

お願い致します。

▼柏木会員　初例会おめでとうございます。飯田会長はじめ

執行部理事役員の皆様、1年間よろしくお願いします。

▼新宮会員　一年間宜しく御願いします。在籍内祝い。

▼澁谷会員　飯田年度、無事に始まりおめでとうございます。

コロナにまけず、ガンバッテ下さい。

▼長竹会員　本年度も宜しくお願い致します。

▼吉田会員　飯田会長、吉本副会長、松井幹事、1年間よろ

しくお願いします。

▼宮川会員　飯田年度、初例会おめでとうございます。在籍

内祝い。

▼野村会員　初例会です。皆様一年間よろしくお願いします。

在籍内祝い。

▼児林会員　新年度おめでとうございます。在籍内祝い。ご

夫人誕生日。

▼小谷会員　飯田会長、吉本副会長、松井幹事、1年間頑

張って下さい。

▼大槻会員　本年度もよろしくお願いします。

▼富田会員　新しいスタートです。広報、微力ながら精一杯

頑張ります。宜しくお願いします。

▼大熊会員　飯田会長、おめでとうございます。1年間よろし

くお願い致します。

▼相馬会員　副幹事ＯＢのみなさま、昨日はありがとうござい

ました。野村さんがんばってください！ご夫人誕生日。

▼藤田会員　飯田会長、一年間よろしくお願いします。例会

欠席お詫び。

▼北野会員　今期1年間よろしく御願いします。誕生内祝い。

▼曽家会員　飯田会長、初例会おめでとうございます。

▼平尾会員　飯田会長、1年間よろしくお願いします。

▼川村会員　在籍内祝い。

▼竹中会員　今年度もよろしくお願いします。

▼佐々木会員　1年年次表彰ありがとうございます。感謝です。

▼倉内会員 在籍一年たってしまいました。今後ともよろしく

お願いします。

▼鍋島会員 1年間よろしくお願い致します。在籍内祝い。

▼三木会員　ご夫人誕生日。

▼谷口会員　飯田新会長、執行部の皆様、宜しくお願い致し

ます。

■８月

4（火）　理事会（Zoom）

5（水）　ガバナー補佐　クラブ協議会

　　　　　インターアクト海外研修　中止

　　　　　「自然の中で」、リーダー研修　中止

■９月

　2（水）　例会・理事会

16（水）　例会

　　　　　金光八尾高校 文化祭　中止

　　　　　秋のRYLAセミナー　中止

■ 出席報告

月日

6/10

6/24

7/1

会員数

68

68

68

出席

46

52

51

うち出席規定
適用免除者

14

15

15

メーク
アップ

0

出席率

77.96％

86.67％

85.00％

確定
出席率

77.96％

日時：２０２０年７月１日（水）

承認事項

1.上半期会費請求書の件

2.地区運営資金・地区活動資金・地区大会資金送金

3.出席規定適用免除者確認の件

4.ボランティア活動保険の件

5.新入会員（原田様）の件

6.八尾市市民憲章推進協議会への委員派遣について

理事会議事録

□発熱、風邪の症状はありませんか？

□会場内では、マスクの着用を

□人との距離を２ｍ以上とってください

□ニコニコは、筆記用具をご持参下さい

□発言時はマイクに触れないで

□熱中症にもご注意を！

例会出席時のチェックリスト

今後の予定
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