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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2862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 「国歌」「奉仕の理想」
●出席報告

■卓話予告

●在籍表彰

9/16 ＡＰＡＤ事務局長 根木佳織様

会員年次表彰

10/7 米山奨学委員会

在籍43年 山本義治会員

10/21 「私を語る」谷口善紀会員・福村修一会員

在籍36年 坂本憲治会員
在籍31年 寺坂哲之会員

会 長 の 時 間

在籍27年 小山悦治会員

今日も気温が37度を超え、命に危険な状況です。皆様

在籍 7年 小谷逸朗会員

もできるだけ熱中症対策を心掛けてください。私も仕事で

●お誕生日御祝い
笠井 実会員（還暦）
倉内雅寛会員・村本順三会員・高井榮彌会員
野村俊隆会員・吉本憲司会員

現場へ行きますが、屋外で作業をしていると、頭がボーッ
としてくる感じです。
一方コロナに関しては、これまでは感染者数が注目さ
れていましたが、最近は重傷者数が重視されているようで

●その他の報告

す。大阪でも増加しており、病床使用率も上がっているよ

●会務報告 「会長の時間」「幹事報告」

うです。今後はクラブ運営も注意していきたいと思ってお

●SAA報告 ニコニコ箱

ります。

●卓話 「新型コロナウィルス感染症の現状について」
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さて先ほど、簡ガバナーを囲んで懇談会を行いました。
ガバナーはこの暑い中、80クラブを公式訪問されます。コ
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

ロナ対策にもご留意いただきながら、お体もご自愛くださ

卓

話

い。お話をうかがっていますと、地区内でも各クラブとも、

「ガバナー公式訪問」

運営には腐心されているようです。

▼国際ロータリー第2660地区・簡 仁一ガバナー

さて本日、新入会員のカウンセラーに委嘱状をお渡しし
ました。これは会長経験者が新入会員の相談にのる制度
で、ぜひ積極的に話しかけて馴染んでいってほしいと思
います。

ホルガー・クナークRI会長テーマ
「Rotary Opens Opportunities」
～ロータリーは機会の扉を開く～

また本日は、満足度に関するアンケートをお配りしてお

クナーク会長はこのテーマについて、ロータリーがク

ります。これは地区で片山パストガバナーが提案されてい

ラブに入会するというだけではなく、「無限の機会への

たもので、当クラブでもこれを活用し、集計して活気ある、

招待である」という思いを込めた、と語っておられます。

そして魅力あるクラブづくりにつなげていきたいと考えて
おります。皆様のご協力を、よろしくお願いいたします。

「奉仕プロジェクトを通じて会員自身や受益者の人
生をより豊かにするための道を開くのがロータリーであ

幹

事

報

告

る」と力説され、「ロータリーは、リーダーシップの機会、

▼17日、八尾RACの例会が開催され、会長ほかで参

奉仕のアイデアを実行に移すために世界を旅する機

加しました。

会、そして生涯続く友情の絆を築く機会を与えてくれ

▼22日、地区の青少年奉仕合同委員長会議が開催

る」とも述べられました。

され、吉田委員長に出席いただきます。
▼9月5日、地区の職業奉仕委員長会議に相馬委員

その上で「私たちのあらゆる活動が、どこかで、誰か
のために機会の扉を開いています」と強調されました。

長が参加されます。
▼9月12日、地区の財団セミナーに大橋委員長に出
席いただきます。

このRI会長のテーマに基づき、2020-21年度第2660
地区の年次目標を6項目掲げました。

▼9月26日、地区の米山委員長会議に藤田委員長に
参加いただきます。
▼本日例会後、簡ガバナーを囲んでの記念撮影を行
います。

1.会員基盤の強化
年代、職業、男女の別いずれにおいても多様な会
員を受け入れる柔軟性と、ロータリーの基本的な価値
観を再認識し、クラブのあり方を方向づける「クラブビ

ロ ー タリー の 友 紹 介
▼クラブ広報委員会・富田 宏 委員長

ジョン」を作成しましょう。問題意識を共有し、会員の
退会を防ぐ姿勢をだれもが持ち続ける必要があります。

今月号はRI会長メッセージのほか「私がロータリーを続
ける理由、その魅力」の記事が掲載されています。またコ
ロナ禍の中で、医療従事者をはじめ超我の奉仕を実践
する人たちが紹介されています。

2.ポリオの根絶
現在、ポリオウイルス株の2型、3型は根絶され、あと
は１型だけです。また、ポリオの常在国は、アフガニス

これ以外にも、バーチャルで行われた国際会議の様子

タンとパキスタンの2か国だけとなりました。ナイジェリ

や、池田RCによる子どもの絵をラッピングした市の車が市

アは発症例が3年間報告されておらず、今年中に根

内を走っている記事なども一読ください。

絶の宣言がされるでしょう。ポリオの発症がどこかで起
きている限り、感染の危険は世界中の子どもに及ぶこ
とになります。世界中で根絶されるまで活動を続けて
いきましょう。

3.青少年の活動を支援
未来を担う若い世代を支援し、リーダーを育てること

かれているのです。今こそ、ロータリーの基本を再認
識しましょう。

は、ロータリアンの使命です。当地区は、インターアク
ト、ローターアクト、青少年交換、ライラ、米山奨学生、
ロータリー学友などの青少年プログラムに積極的に取

② 誇りと自信を持って
ロータリーで、私は、多くの尊敬できる先輩の皆さん、

り組んでいます。ロータリアンと青少年がともに活動で

多くの信頼できる友人を得ることができました。一人で

きる奉仕の機会を、さらに作っていきましょう。

はなかなかできない奉仕活動に取り組むことができ、
その活動を通して、大きな感動を得ることもできました。

4.ロータリー財団活動の推進
ロータリー財団は、ロータリーの奉仕プロジェクトを支
える柱です。年次基金は、3年後の奉仕活動の資源と

こうした素晴らしい集まりの会員であることに改めて
意識を向け、ロータリアンとしての誇りと自信を、皆さん
に持っていただきたいと思います。

なり、恒久基金は将来のロータリー活動を担保し、ポリ
オ基金はウイルスとの闘いの象徴です。ご理解いただ
き、ご協力をよろしくお願いします。

③ 未来をつくる
時代に対応する多様性、柔軟性、適応力がなけれ
ば、ロータリーの未来を創っていくことはできません。

5.米山記念奨学会活動の推進
日本と海外との懸け橋となる米山奨学生の支援をお
願いします。4月から継続を含めて、49名の米山奨学
生が、皆さんのクラブでお世話になっております。未

例えば、SF映画のように、過去に戻って、今を変えるこ
とはできないのです。
しかし、未来は、私たちの手の中にあります。私たち
が、未来をつくっていくことができるのです。

来を担う若い力を応援してください。
私は、こう呼びかけたいと思います。
6.IT化の推進と公共イメージの向上
IT化は避けては通れません。My Rotaryの登録、クラ

ロータリーの基本を再認識してください。

ブセントラルの活用をぜひ、よろしくお願いします。

ロータリアンとしての誇りと自信を持ってください。

ロータリーについて知ってもらうための一番の広告塔

そして、一緒にロータリーの未来をつくっていき

は、ロータリアン自身です。会員以外の人にも、ロータ

ましょう。

リーに親しんでもらう機会をつくっていきましょう。
そこで、地区スローガンは
私は、地区スローガンを決定するにあたって、3つの
ことを考えました。

「Back to the Basics and Fly to the Future」
(ロータリーの基本に戻って、新しい未来へ）

① 基本の再認識を

の意味を込めて

ロータリーは変わったのか、という声をよく耳にします
が、私はそうは思いません。2019年-20年度の新しい

BACK, To the FUTURE

標準ロータリークラブ定款は、表現が多少異なってい

～基本に戻って、未来へ～

るとはいえ、基本となる考え方は従来と同じです。それ
は、すなわち、四つのテスト、超我の奉仕、中核的価
値観といったロータリーの価値観です。
そして、ロータリーは、こうした価値観を共有する人
たちの集まりであり、だからこそ、確かな信頼関係が築

とさせていただきました。
これから一年間、クラブの皆さまとともに、基本を見
つめ直して考え、歩んでまいりたいと思っております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

▼国際ロータリー 第2660地区・

例会出席時のチェックリスト

土方 慶之 副代表幹事
12月11、12日に、地区大会を開催いたします。今年はコロ
ナ禍の中、地区のホームページからライブ中継でもご覧いた
だけるよう準備しております。ぜひ皆様のご参加を、お待ちし
ております。

□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！

ニ コ ニ コ 箱
▼飯田会長 簡ガバナー、本日は宜しくお願いします。
▼吉本副会長 簡ガバナー、土方副代表幹事、ようこ

▼野村会員 簡ガバナー、土方副代表幹事、ようこそ

そお越しくださいました。ご指導よろしくお願いいたし

いらっしゃいました。

ます。

▼小谷会員 残暑お見舞い申し上げます。

▼松井幹事 簡ガバナー、ようこそおいで下さいまし

▼相馬会員 簡ガバナー、ようこそお越しくださいまし

た。

た。前回、申しそびれましたが、ローターアクターの

▼中西（啓）会員 簡ガバナー、本日はよろしくお願い

方々とともに自宅近辺をきれいにしてくださり、有難う

申し上げます。

ございました。

▼山口会員 在籍内祝い。

▼曽家会員 本日、簡ガバナー、ようこそお越し頂き

▼中川（廣）会員 ２回例会欠席致しました。例会欠席

ました。卓話、楽しみにしてます。

お詫び。原田達さん、入会おめでとうございます。これ

▼北野会員 暑い日が続きますが、夏バテしない様に

からもよろしくお願い致します。

頑張りましょう。

▼山本（勝）会員 酷暑が続きますが、暑中お見舞い

▼倉内会員 本日もよろしくお願いします。

申し上げます。

▼三木会員 在籍内祝い。

▼井川会員 簡ガバナー、ようこそおいで下さいまし

▼谷口会員 娘が８月１０日に９才になりました。

た。ご指導よろしくお願いします。

▼福村会員 本日も素晴らしい1日です。いつも良いこ

▼小林会員 誕生内祝い。

とばかりだったらいいですね。良い事が有りました。

▼稲田会員 皆さん、熱中症に気を付けましょう。
▼山陰会員 いつもニコニコご協力ありがとうございま

今後の予定
■９月

す。例会欠席お詫び。
▼長竹会員 本日、60周年実行委員会開催します。

2（水） 例会・理事会

委員の皆様、宜しくお願い致します。

5（土） クラブ職業奉仕委員長会議

▼吉田会員 簡ガバナー、ようこそお越し下さいました。

金光八尾高校文化祭 中止
12（土） 地区ロータリー財団セミナー

▼宮川会員 バッジ忘れお詫び。

16（水） 例会
■ 出席報告

秋のRYLAセミナー 中止

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
7/15

68

44

10

80.00％

0 80.00％

8/5

69

44

12

75.86％

0 75.86％

8/19

69

46

11

80.70％

八尾ロータリークラブ会報

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

26（土） クラブ米山奨学委員長会議

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

