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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2861回

例会 プログラム

会長 飯田 寛光

●閉会 「点鐘」

●開会 「点鐘」
●ロータリーソング 「それでこそロータリー」
●ビジターの紹介
ＲＩ第2660地区ガバナー
簡 仁一様 （茨木ＲＣ）

■卓話予告
9/2 「コロナの現状について」 佐々木 洋 会員
9/16 ＡＰＡＤ事務局長様

ＲＩ第2660地区代表幹事
吉田政雄様 （茨木ＲＣ）
ＲＩ第2660地区副代表幹事
土方慶之様 （茨木ＲＣ）
ＲＩ第2660地区幹事
北埜 登様 （東大阪東ＲＣ）
●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 「ガバナー公式訪問」

RI第2660地区ガバナー 簡 仁一様（茨木RC）
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

会 長 の 時 間
本日も予想最高気温が35度と、コロナに加え、熱中症
の対策も必要な季節になっております。
本日は吉﨑ガバナー補佐と大谷ガバナー補佐エレクト
をお迎えし、例会後にクラブ協議会を開催します。
その際にもお話があるかもしれませんが、今年度の地
区大会は予定通り行われ、ライブ配信も実施されるそうで
す。またRIの重点項目に「環境の保全」が追加され、全部
で７項目になります。
コロナが再度拡大する中、近隣クラブでは八尾中央、
大阪御堂筋本町などが例会を中止されています。
また本日は、原田会員が新たに入会していただきました。
カウンセラーは中島会員にお願いしております。よろしく
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

お願いいたします。

尾RC様は近年、多数の会員を増強されており、入会年数の

先月30日にはNPO法人「輝」の授業風景を視察させて

若い方もたくさん増えられたことと思います。２週間後のガバ

いただき、今月3日には八尾RACの例会に出席しました。

ナー公式訪問に向けて、簡ガバナーに八尾クラブの魅力を

本来なら８月は、いろんな事業で忙しい時期ですが、今

報告させていただくつもりです。

年はすべて中止となっております。

昨年度は加茂ガバナー補佐とともに第4組の各クラブを訪

前回の例会以降、コロナ感染者が大阪でも増加してい

問させていただきましたが、その中でも八尾RC様は、一番活

ます。いよいよ東京ともあまり変わらない状況になってい

発に活動されている印象を受けました。今年度も飯田会長の

ます。このままでは大阪モデルが赤信号に変わる可能性

もと、活動計画などを拝聴するのを楽しみにしております。

も否定できませんが、それ以前に例会も中止を検討する
必要が出てくるかもしれません。
次回例会は19日に、簡ガバナーをお迎えする予定です。
暑い中ですが、無理をせずにご出席をお願いいたします。

その 他 の 報 告
▼ローターアクト委員会・児林 秀一 委員長
17日の午後7時30分から、八尾ローターアクトクラブの例
会がこの会場で開催されます。ぜひ皆さんもご参加ください。

幹

事

報

告

▼7月18日、近鉄八尾駅前で八尾ローターアクトクラ

卓

話

ブによるクリーンハイク、清掃活動が行われました。会

「活動計画」

長、児林委員長ほかの会員もご参加いただきました。

▼SAA・北野 和男 委員長

▼29日に八尾RACの理事会が開かれ、ロータリアンに

今年度も例会が有意義なものになるよう、会場運営を行っ

もご参加いただきました。

てまいります。活動計画として、座席指定も考える予定でした

▼今月3日に八尾RACの例会が開かれ、会長、井川

が、現在のような状況がしばらく続くと思われます。食事の無

会員ほかが出席いただきました。

駄を省く予定も、しばらくは食事なしの例会となります。またニ

▼４日にZoomで理事会を開催しました。

コニコについても、例会の回数が減少するため、例年通りに

▼本日例会後、クラブ協議会をこの会場で開催します。

は難しいと思われます。

▼次回19日は、ガバナー公式訪問です。
▼22日、地区の青少年奉仕合同会議に、吉田会員に

お祝いの品は、皆さんが日頃使えるようなものを贈りたいと
思います。できるだけ計画に則って、進めてまいります。

出席いただだきます。
▼11～14日は事務局、ガバナー事務所ともにお休み
です。連絡などあれば、幹事までお願いいたします。

▼越中八尾RC担当委員会・澁谷 登志和 委員長
八尾RCは今年度に60周年を迎えますので、越中八尾RCと
ともに喜びを分かち合い、これからも末永くお付き合いできる

新会員の紹介
▼原田 達也 会員
原田繊維の原田と申します。25号線沿いでカーペットを

環境を作り上げたいと思っております。
当クラブの記念式典への参加を要請してまいります。また、
越中八尾RCの例会にも参加してまいります。

製造しております。かつて会員でお世話になった、原田
正義の甥にあたります。立派なロータリアンになれるよう
努力いたしますので、よろしくお願いいたします。

▼クラブ研修委員会・井川 孝三 委員長
簡ガバナーのテーマは「Back to the Basics and Fly to the
Future」です。委員会では基本に戻って、これまでのロータ

ガ バナー 補 佐ご 挨 拶

リーの歩みを考えてみたいと思います。

▼国際ロータリー 第2660地区 IM第4組

各委員会の名称を英語で考えると、vocationalやcommunity

ガバナー補佐・吉﨑 広江 様

などです。職業奉仕や社会奉仕という日本語だけでなく、こ

本日は、クラブ協議会で私も勉強させていただきます。八

れらの英語の意味するところを考えてみることも大切であると

思います。例えば社会というととても幅が広いですが、
communityは身近な地域を指していると考えることができます。

解を深めていただきたいと考えております。
RACの例会や事業にも参加、協力していきたいと思います。

またserviceという英語については、米山梅吉はずっと「サー
ビス」と言い続けました。「奉仕」と訳してしまうと、かえってわ
かりにくくなることもあります。また、「お世話」という意味の方
がしっくりくることも考えられます。
こうしたことを、勉強していきたいと思います。

▼米山奨学委員会・藤田 隆司 委員長
米山奨学会は、将来母国と日本との懸け橋となって国際社
会で活躍する優秀な留学生を支援することを目的にしていま
す。これを基本に、米山記念奨学事業のあり方について考え
る一年にしたいと思います。

▼クラブ広報委員会・富田 宏 委員長
他委員会と連携しながら、認知度向上や情報発信に向け

寄付目標額は普通寄付を含め３万円ですが、達成者の増
加をめざします。

た活動を行ってまいります。また、会員同士のつながりを維
持する方法も模索してまいります。

▼クラブ戦略計画委員会・居相 英機 委員長

各委員会の活動をPRするほか、My Rotaryの普及、ロータ

当委員会は、単年度だけではなく、中長期のことを考える

リークラブ・セントラルの活用、週報の発行、SNSの活用など

委員会です。今年度のホルガー・クナークRI会長も「少なくと

を行ってまいりたいと思います。

も年に一度、戦略立案会議を開いていただきたい」と述べて
おられます。５年後にどのようなクラブになりたいかを自問し

▼ロータリー財団委員会・大橋 裕之 委員長
会員の皆様に、ロータリー財団の活動内容への理解を深
めてもらいます。年次基金やポリオプラス基金につきましては、
目標額は定めません。ただし、例年に近い寄付をお願いしま
す。また卓話を行い、財団の重要性と歴史を学びます。

ていくことが重要です。
そして理事の方には特に、わがクラブの定款と細則を、よく
理解していただきたいと思います。
近年は地区内でも各クラブの会員数が変わってきており、
クラブも変化してきています。第2660地区では32％のクラブ

ポリオは日本でも、戦後に広まりました。世界では今日も根

が20人台の会員数です。会員が減少しているクラブは「なぜ

絶できていません。ワクチン接種が政治不安などで困難に

だろう」と考えてみれば、何かヒントがあるはずだと思います。

なっている地域もあります。
10月の財団月間には、よろしくお願いいたします。

当委員会は役職委員として今年度の会長ほかの方々、そ
して常任委員として会長経験者、の皆さんに加わっていただ
いています。

▼インターアクト委員会・大槻 恭介 委員長
金光八尾中学高校インターアクトクラブに協力し、学びの

ニ コ ニ コ 箱

場を提供してまいります。ただし、健康と安全を最優先に考

▼飯田会長 本日例会後、クラブ協議会行います。吉

えてまいります。今月の海外研修も中止になりました。学校で

﨑ガバナー補佐、大谷ガバナー補佐エレクト、宜しく

は現在、学業の遅れを取り戻すのが最優先となっています。

お願いします。

文化祭も中止になりました。

▼吉本副会長 吉﨑ガバナー補佐、大谷ガバナー補

こうした状況の中で、どこまでできるかわかりませんが、ご協
力をよろしくお願いいたします。

佐エレクト、ようこそお越し下さいました。ご指導よろし
くお願いいたします。
▼松井幹事 吉﨑ガバナー補佐、大谷ガバナー補佐

▼ローターアクト委員会・児林 秀一 委員長
昨年度に八尾ローターアクトクラブが認証され、今年度が

エレクト、ようこそおいで下さいました。原田会員、ロー
タリー楽しんで下さい。

初めての委員会計画です。八尾ＲＡＣの発展、育成に協力し

▼松本会員 吉﨑ガバナー補佐、大谷ガバナー補佐

ていきます。また、ロータリアンの皆様にも、ぜひ参加して理

エレクト、本日は、よろしくお願いします。

解してほしいと思っております。フォーラムや炉辺会議で理

▼中西（啓）会員 吉﨑ガバナー補佐、本日はよろしく

お願い申し上げます。

例会出席時のチェックリスト

▼山本（勝）・野村会員 暑中お見舞い申し上げます。
▼井川会員 吉﨑さん、大谷さん、ようこそおいで下さ
いました。クラブ協議会よろしくお願いいたします。
▼稲田・吉田会員 ご夫人誕生日。誕生内祝い。
▼新宮・宮川会員 誕生内祝い。

□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

▼澁谷会員 本日、卓話宜しく。
▼長竹会員 八尾でもコロナ感染拡大しています。皆

□熱中症にもご注意を！

様、気を付けましょう。
今後の予定

▼児林会員 熱中症、注意して下さい。
▼西村会員 矢野はん！うちの野球部よりもヘタなく

■８月

せに、何が日本一や！！ぺてんか！アホらしい！！

22（土） クラブ青少年奉仕合同委員長会議

怒怒。

■９月

▼富田会員 卓話、宜しくお願いします。

2（水） 例会・理事会

▼藤田会員 例会欠席お詫び。

5（土） クラブ職業奉仕委員長会議

▼相馬会員 本日のクラブ協議会、よろしくお願いい

金光八尾高校文化祭 中止

たします。

12（土） 地区ロータリー財団セミナー

▼曽家会員 ガバナー補佐の吉﨑様、よろしくお願い

16（水） 例会
秋のRYLAセミナー 中止

します。
▼平尾会員 ゴルフ絶不調。えらいことです。

26（土） クラブ米山奨学委員長会議

▼友田会員 コロナウイルスに負けないよう祈ります。
在籍内祝い。ご夫人誕生日。
▼北野会員 コロナに負けず頑張りましょう。年次表彰
を頂いて。

理事会議事録
日時：２０２０年８月４日（火）

▼大橋会員 在籍内祝いありがとう。ガバナー補佐吉
﨑様、ガバナー補佐エレクト大谷様、宜しくお願い致
します。
▼鍋島会員 ありがとうございます。１年新しい気持ち
でがんばります。誕生内祝い。例会欠席お詫び。
▼谷口会員 長い梅雨が明け、猛暑がやって来まし
た。コロナ第二波も心配です。皆様、ご自愛下さい。

承認事項
1.議事録承認
2.会計報告
3.会員満足度アンケート実施の件
4.事務局ＰＣ入れ替えの件
5.新人カウンセラー委嘱の件（谷口、福
村、原田会員）
6.インターアクターに対する職業知識に

■ 出席報告

基づいた教育事業の件

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
7/1

68

51

15

85.00％

7/15

68

44

10

80.00％

8/5

69

44

12

75.86％

八尾ロータリークラブ会報

0 85.00％

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

7.特定非営利活動法人 輝の件
8.八尾ローターアクトクラブ活動費の件
9.事務局お盆休みの件

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

