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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

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」

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

八尾ロータリークラブ テーマ

ロータリアンらしく 八尾ロータリークラブらしく
第2860回

例会 プログラム

会長 飯田 寛光

宮川 清会員・稲田賢二会員

●開会 「点鐘」

●その他の報告

●ロータリーソング 「国歌」「奉仕の理想」

●会務報告 「会長の時間」「幹事報告」

●新会員の紹介 原田達也会員

●SAA報告 ニコニコ箱

●ビジターの紹介

●卓

ＲＩ第2660地区 ＩＭ第４組ガバナー補佐
吉﨑広江様（東大阪東ＲＣ）
ＲＩ第2660地区 ＩＭ第４組ガバナー補佐エレクト
大谷隆英様（大阪柏原ＲＣ）

話 「活動計画」

ＳＡＡ委員会

北野和男委員長

越中八尾RC担当委員会 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

●出席報告

ロータリー財団委員会 大橋裕之委員長

●在籍表彰

インターアクト委員会 大槻恭介委員長

会員年次表彰

ローターアクト委員会 児林秀一委員長

在籍26年 山口智士会員

米山奨学委員会 藤田隆司委員長

在籍 3年 北野和男会員

クラブ戦略計画委員会 居相英機委員長

在籍 3年 友田 昭会員

●閉会 「点鐘」

在籍 1年 三木由貴男会員
在籍 1年 森川充康会員
●お誕生日御祝い

■卓話予告

吉田法功会員・奥谷英一会員・小林成禎会員・

8/19 ガバナー公式訪問

鍋島圭太会員・中西広美会員・新宮一誓会員・
八尾ロータリークラブ 2020－2021年度
会長 飯田 寛光
事務局 八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所２Ｆ
ＴＥＬ 072-991-2129 ＦＡＸ 072-924-0010
URL www.yaorc.com
E-mail info@yaorc.com

ＲＩ第2660地区ガバナー 簡 仁一様（茨木ＲＣ）
幹事 松井 良介
例会日 毎週水曜日 午後０時30分－午後１時30分
例会場 八尾商工会議所３Ｆ
創 立 1961（昭和36）年3月28日

9/2 「コロナの現状について」 佐々木 洋 会員

れています。ドイツ人としては初のＲＩ会長です。また、第

9/16 ＡＰＡＤ事務局長様

2660地区の簡仁一ガバナーの紹介も掲載されています。
このほか、ポール・ハリスがコミックで紹介されています。

会 長 の 時 間

また台北での国際大会の情報や、ジャパネットたかたの

この度の豪雨災害で被害にあわれた方々には、お見舞

高田氏のスピーチなども、ご覧ください。

い申し上げます。また前回の今年度初例会には多数のご
参加をいただき、ありがとうございました。
さて、新型コロナウイルス感染症の状況は、このところ全
国で感染者が増えています。世界でも増えています。大

その 他 の 報 告
▼ローターアクト委員会・児林 秀一 委員長
18日に八尾RACの事業として、クリーンハイクを実施し

阪モデルも、黄色信号が点灯しました。

ます。近鉄八尾駅前でゴミ拾いを行います。噴水前に

我々は今、どうすればよいのでしょうか。論語に「人、能く

AM9:00集合で、１時間程度周辺を清掃します。

道を弘む。道、人を弘むに非ず。」という教えがあります。
一人ひとりが良い人間になることで、社会は良くなります。

また8月3日に例会をリノアスの輝で開催します。いずれ
もご参加をお待ちしております。

法律や規則が世の中を良くするのではありません。
自分勝手ではなく、責任ある、そして人を思いやる言動

卓

話

をすることが大事です。最近は道徳や正しい考え、人の

「活動計画」

道を追求することが忘れられつつあるように思います。自

▼職業奉仕委員会・相馬 康人 委員長

分さえよければよいという風潮が蔓延して、社会全体に

「温故知新」を基本方針に、ＲＩのスタンスが大きく変化する

とって重要なことについては無関心だったり他人任せ

中で、職業奉仕を正しく理解し、課題を認識することが不可

だったり、ということが多いと思います。その結果、道を間

欠です。

違えることが増えているのではないでしょうか。
各地では大雨の被害が出て、地震も頻発しています。

委員会ではメンバーで勉強会を行い、卓話を実施します。
また外部に向けての活動として、インターアクターに対し職業

コロナも第2波なのかはわかりませんが、高潔さと高い倫

についての教育事業を実施します。具体的には、ボードゲー

理基準をもって「ロータリアンらしく」ありたいと思います。

ムを使って金融の授業を行う予定です。
会員には経営ビジョンについてのアンケートを実施し、

幹

事

報

告

▼6日に八尾RACの今年度第1回の例会が、リノアス

フォーラムで議論してよりよいものにしていきたいと思います。
企業見学については、コロナの影響で断念する予定です。

で開催されました。
▼8月4日、ZOOMによる理事会をPM1:30から開催し
ます。
▼8月5日の例会後、PM2:40からガバナー補佐とガバ
ナー補佐エレクトをお迎えしてクラブ協議会を開催し

▼社会奉仕委員会・平尾 貴英 委員長
今年度は、地域社会に八尾RCらしいと思ってもらえるような
事業を行っていきたいと思います。
まず、イルミネーションの事業を今年も実施します。地域を

ます。

明るく照らし、活性化する事業です。八尾RACとともに行うこ

▼8月19日は、ガバナー公式訪問です。ご出席をよろ

とで、、RACも活性化すると考えています。

しくお願いします。
▼高砂様からお中元で、お菓子をいただいております。
ロ ー タリー の 友 紹 介
▼クラブ広報委員会・富田 宏 委員長
友７月号には、ＲＩのホルガー・クナーク新会長が紹介さ

また60周年とも協力しながら、お金かけずにできる事業など
を委員会で検討していきたいと思います。
▼国際奉仕委員会・曽家 清弘 委員長
国際奉仕に関しては、現在のコロナ禍の中で何ができるの
か、もう一度検討する時期と考えています。

台北東ＲＣへは、公式訪問を行います。またフィリピンのサ
ンタマリアＲＣとの交流も、活性化を図ります。
また今年度は、国際大会が台北で6月に開催されます。今
後の状況次第ですが、参加を募ってまいりたいと思います。

話になった会員への恩返しの意味を込めて翌年度の親睦活
動委員会で委員長・副委員長を務めます。また例会場で名
札などを渡しながら会員の顔と名前を覚えてもらうため、新入
会員の皆様にもまずは親睦活動委員会に所属していただい
ています。

▼青少年奉仕委員会・吉田 法功 委員長

親睦はロータリーでも非常に重要なものですが、残念なが

八尾ローターアクトクラブが結成されたことから、今年度の

ら今年度は、コロナの影響で思うように親睦の事業が行えな

青少年奉仕は、垣根を越えた委員会構成にさせていただき

い可能性があります。ただ、今後の状況の変化に応じて、出

ました。多数の方に青少年奉仕に関わってもらいたいと考え

来る限り親睦向上のために頑張ります。

ています。
まず、こども食堂への支援、協力を行ってきます。また不登

また感染防止のため、名札や会報の手渡しができませんが、
どうぞご理解とご協力をお願いします。

校児童を支える「輝」への支援も行います。地区の青少年事
業にも参加します。秋のRYLAは中止になりましたが、春が開
催されれば参加します。
そしてインターアクト、米山、ローターアクトの各委員会と連
携し、互いに協力してまいります。
なお毎年8月に行われているリーダー研と、曽爾高原の「自
然の中で」ですが、今年はコロナの影響で中止となりました。

▼プログラム委員会・川村 健司 委員長
例会が休会の場合には、ホームページや週報に掲載でき
るようにしたいと思います。またクラブが今年60周年を迎える
にあたり、在籍年数の長い経験豊富な会員に卓話をお願い
したいと思っています。在籍30年以上の会員にお願いしてい
きたいと思います。
各委員長による卓話や新入会員の「私を語る」のほか、各

▼会員増強委員会・山陰 恭志 副委員長

会員に「コロナ禍の乗り越え方」などを話していただければあ

中川（廣）委員長が本日欠席のため、代読します。

りがたいと考えています。八尾の歴史に造詣が深い人を招き、

今年度はコロナ禍で活動が見通せない中、既存会員の退

皆様に見聞を広めていただけるような卓話も検討します。

会防止に努めたいと思います。
会員の純増は、２名をめざします。そして例年通りの事業が

なお、コロナの影響でプログラムが変更になる場合もあるか
もしれませんが、ご理解とご協力をお願いします。

行える状況になってから、増強活動を行ってまいります。
▼飯田 寛光 会長
▼出席委員会・宮川 清 副委員長
山本（隆）委員長が欠席のため、かわりに発表します。

食事がないこともあり時間が少し余りましたので、最近感じ
たことを一つ、お話しします。

今年度はコロナの影響で会員の皆さんの出席が困難にな

私はタワーマンションに住んでいますが、エレベーターに

るかもしれませんが、長期欠席者に電話連絡をするなどして、

乗るとマナーがよくない人を見かけます。ボタンの前から離れ

皆さんが無理なく出席できるように努めてまいります。

ない人や、リュックでスペースをとる人など。ずっとスマホを見

「例会を楽しく」を目標に出席率の向上に取り組み、つなが
りを大切にします。

て、ゲームばかりしている人もいます。
こうした状況を少しでも変えようと最近、あいさつ作戦を始

また60周年記念例会には、できるだけ多くの会員の出席を

めました。最初は恥ずかしかったのですが「おはようございま

めざします。毎回の例会で出席報告を行い、欠席の方には

す」「さようなら」と声をかけているうちに、最初は無言だった

メークアップを行うよう奨励します。

人たちも、少しずつ挨拶を返してくれるようになってきました。
おかげでこの頃は、気持ちよくエレベーターに乗れるように

▼親睦活動委員会・吉本 憲司 副会長
笠井委員長が本日欠席のため、代理で発表させていただ
きます。当クラブでは慣例で、前年度の会長と幹事が、お世

なってきました。
ロータリアンらしく、小さなことからでも進めていきたいと思い
ます。

ニ コ ニ コ 箱

例会出席時のチェックリスト

▼飯田会長 各地豪雨災害、被災地の皆様にお見舞
い申し上げます。
▼田中会長エレクト 八尾ＲＡＣ初例会に飯田会長は
じめ、多数参加頂き、ありがとうございました。竹中会
員、輝へ多額の支援金、ありがとうございました。
▼吉本副会長 各委員会の活動計画発表よろしくお

□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！

願いします。
▼松井幹事 夏本番です。皆様お身体ご留意下さい。
▼居相会員 うっとうしい日が続きます。皆様お元気

▼竹原会員 年次表彰ありがとうございます。

ですか。

▼大橋会員 早いもので１年たちました。今後共宜しく

▼中西（啓）会員 梅雨明けが待ち遠しいです。

お願いします。

▼小山会員 誕生内祝い。

▼福村会員 今日も最高の１日です。例会欠席お詫び。

▼山本（勝）会員 いつもお世話になっております。

▼谷口会員 豪雨被災の方々にお見舞い申し上げま

▼稲田会員 やっと良馬場になりました。

す。

▼山陰会員 年次表彰ありがとうございます。早退お
今後の予定

詫び。
▼長竹会員 山勝先輩有難うございました。

■８月

▼吉田会員 よいことがありました。

19（水） 例会

▼野村会員 豚みそおいしかったです。ありがとうござ

インターアクト海外研修 中止

いました。

「自然の中で」、リーダー研 中止

▼西村会員 今年度も宜しくお願い致します。例会欠

22（土） クラブ青少年奉仕合同委員長会議

席お詫び。

■９月

▼小谷会員 とても良いことがありました。

2（水） 例会・理事会

▼富田会員 梅雨が明けて、夏になりコロナ禍も吹き

5（土） クラブ職業奉仕委員長会議
金光八尾高校文化祭 中止

飛んで行ってくれるのを期待してます。
▼相馬会員 本日、職業奉仕委員会を開催します。

12（土） 地区ロータリー財団セミナー

委員のみなさまよろしくお願いいたします。

16（水） 例会

▼曽家会員 梅雨が長く続いております。皆様、お体

秋のRYLAセミナー 中止
26（土） クラブ米山奨学委員長会議

にはお気をつけ下さい。
▼平尾会員 毛がないところをケガシマシタ。
▼竹中会員 中性脂肪僕に勝てる方、道場やぶり希望。
■ 出席報告
うち出席規定
メーク 確定
月日 会員数 出席 適用免除者 出席率 アップ 出席率
6/24

68

52

15

86.67％

7/1

68

51

15

85.00％

7/15

68

44

10

80.00％

八尾ロータリークラブ会報

0 86.67％

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

クラブ広報委員会

委員長 ▼ 富田
委 員 ▼ 中川

宏
將

副委員長 ▼ 菅野 茂人
川田 隆

