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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2865回

例会 プログラム

会長 飯田 寛光

12月16日 「半期を振り返って」 飯田寛光会長

●開会 「点鐘」
●ロータリーソング 「われらの生業」

会 長 の 時 間

●出席報告

９月の連休でコロナ感染がどの程度増えたのか、そ

●ロータリーの友紹介
原田達也会員

ろそろその結果が出てくる頃ですが、今のところは意
外と少ないようです。八尾RCでも今年度の第１四半期

●その他の報告

が過ぎましたので、これからの例会のあり方なども改め

●会務報告 「会長の時間」「幹事報告」

て議論していきたいと考えています。

●SAA報告 ニコニコ箱
●卓 話 「私を語る」
谷口善紀会員 ・ 福村修一会員
●閉会 「点鐘」

今月1日は中秋の名月、そして翌日は満月でした。
お天気も良く、きれいな月を見ることができました。今
月はロータリーでは「地域社会の経済発展月間」、そ
して「米山月間」です。また24日は「世界ポリオデー」
です。
さて、11月には台北東RCの57周年記念例会が開催

■卓話予告

されますが、先方より連絡があり、今年は新型コロナウ

11月4日 「涙活」 橋本昌人様

イルス感染症の影響により、海外からのご招待は見送

11月18日 「ロータリー財団月間に因んで」

るとのことでした。かわりにクラブの例会場の様子など

ロータリー財団委員会 大橋裕之委員長
12月2日 （株）オリーブ所属整体師
今西紀雄様
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を撮影したビデオメッセージがほしいとのことご希望で
したので、今から撮影したいと思います。皆様少しご
協力いただけますでしょうか。
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

このところ週末には、毎週のように地区行事も行われ
ています。コロナ下での開催ですので、オンラインでも
参加できるようになっています。それぞれの内容は、
地区ホームページで後日になってももご覧いただけま
す。興味のあるセミナーなどがありましたら、一度視聴
してみてください。
なお八尾RCのホームページも、随時更新中です。
内容も充実しつつありますので、一度ご覧ください。そ
してご意見などあれば、ぜひお寄せください。

また21日の例会後、委員会を開催します。

このようにコロナ禍の状況下ですが、できることから
やっていきたいと考えています。

▼ロータリー財団委員会・大橋 裕之 委員長
11月にロータリー財団より年次寄付のお願いをしま

幹

事

報

告

▼5日に八尾RACの例会が開かれました。

す。今年度は目標額を定めていませんが、皆様のご
協力をよろしくお願いいたします。

▼本日例会後、理事会を開催します。
▼10日に地区の公共イメージ向上セミナーが開かれ、
会長と富田会員に出席いただきます。
▼11日にRACの地区献血がイオン茨木前で実施され

▼国際奉仕委員会・曽家 清弘 委員長
世界大会が来年6月に台北で開催されます。参加の
確認を回覧します。

ます。
▼17日に地区国際奉仕委員長会議が開かれ、曽家
会員に出席いただきます。

▼職業奉仕委員会・相馬 康人 委員長
14日に金光八尾で出前授業を行ってきます。学校

▼同じく17日、地区の社会奉仕委員長会議も開かれ

内で実施しますので、残念ながらコロナ感染防止のた

る予定で、会長と平尾会員が参加します。

め皆様の参加は募れませんが、後日報告させていた

▼19日に八尾RACの例会が開催されます。

だきます。

▼昨年度の活動報告書を配布しております。ご一読く
ださい。

▼吉田 法功・前年度幹事
本日、昨年度の活動報告をお配りしております。ご
一読ください。

そ の 他 の 報 告
▼ローターアクト委員会・児林 秀一 委員長
11日に地区RACの献血がイオン茨木前で行われま

また昨年度は地区より、ロータリー賞の「プラチナ」を
いただくことできました。地区大会で表彰される予定で
す。

す。お時間ある方はご参加ください。
卓

話

「米山月間にちなんで」
▼米山奨学委員会・藤田 隆司 委員長
ロータリー米山記念奨学事業は日本のロータリーが
独自に立ち上げたもので、1952年以来、日本で学ぶ
外国人留学生を支援してきました。公益財団法人が
運営し、すべてが皆様の寄付で成り立っています。
米山の最大の特徴は世話クラブ、カウンセラー制度

です。米山奨学生にはロータリー活動に積極的に参
加してもらい、交流することを重視しています。
これまでにカウンセラーなどを経験したロータリアン
からも「やってよかった」という声がたくさん寄せられて
います。
米山梅吉が亡くなった３年後の1949年、日本のロー

来年６月には、RIの国際大会で米山学友の世界大
会も開かれます。ブース出展や分科会も予定されてい
ます。
学友たちは教育や研究、NPOやNGOなど、個人で
も活躍しています。また卒業後もRACやRCで活動す
る学友も数多くいます。

タリーがRIへ復帰します。そして米山の功績をたたえ

学友こそが、米山奨学事業の成果そのものです。東

るため、米山基金が設立されました。海外から日本へ

日本大震災では海外の学友たちから760万円もの寄

優秀な学生を招き、二度と戦争を起こさないように国

付が届けられるなどしています。

際親善と世界平和に寄与したいという戦後ロータリア
ンたちの強い願いがありました。

それでは2年前に財団設立50周年を迎えた際に作
成された、米山紹介のビデオをご覧ください。

これが瞬く間に全国の組織に発展し、日本のロータ
リー全地区による多地区合同活動として国際ロータ
リーからも認められます。米山は国内でも最大規模の
奨学金制度で、今年度は883人の奨学生を支援して
います。
これまでに支援した奨学生の数は、累計で２万人以
上に達しています。国別では中国・韓国・台湾が多い
ですが、近年はベトナムなども増加しています。奨学
生は、全国統一の採用基準で選考されています。
今年に入ってからは奨学生に関しても新型コロナウ
イルスへの対応が必要になっていますが、入国できな

ニ コ ニ コ 箱

い奨学生には毎月報告書の提出を求めるなどしてい

▼飯田会長 藤田さん、卓話宜しくお願いします。例会

ます。また、オンラインでの例会参加も推奨しています。

後、理事会宜しくお願いします。
▼田中会長エレクト 笠井直前会長、先日はありがとう
ございました。ご夫人誕生日。誕生内祝い。
▼吉本副会長 少しずつ経済も動き始めてきた感じが
しますが、皆様いかがでしょうか？
▼松井幹事 藤田委員長、がんばって下さい！大熊
さんメガネ直してくれてありがとう！丈夫で長持ちしま
すネ―大熊メガネ。
▼居相会員 誕生内祝い。

元奨学生たちも全国で活躍しています。OBの組織

▼池尻会員 アッ・・・というまに時間が経過しました。

である学友会が全地区に組織され、親睦や活動を

残りの時間、宜しく御指導の程、御願いします。家内

行っています。お祭りへの参加やボランティア、カンボ

の誕生月です。在籍内祝い。ご夫人誕生日。

ジアでの教育支援、RACとの和食体験といった活動を

▼山本（昌）会員 秋深し、「実ほど頭を下れる稲穂か

行っています。

な？」 私の村の風景です。ご夫人誕生日。

海外で活躍する学友も、韓国や台湾などを中心に

▼山本（勝）会員 児林さん、塩辛いサケをありがとう

数多くいます。中には日本への留学生の支援などを

ございました。早速食させて頂きました。

行っている学友もいます。

▼中川（廣）会員 写真有難う。例会欠席お詫び。

▼宇野会員 ご夫人誕生日。

例会出席時のチェックリスト

▼柏木会員 例会欠席お詫び。藤田さん、卓話頑
張って下さい。
▼長竹会員 いつもニコニコご協力有難うございます。
▼吉田会員 親睦活動委員のみな様、委員会ありが
とうございました。
▼宮川会員 藤田会員、卓話宜しくお願いします。家

□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！

内の誕生月です。ご夫人誕生日。
▼野村会員 おでんはじまりました。長竹さん、相馬さ
ん、行きましょう。

▼倉内会員 本日もよろしくお願いします。

▼西村会員 中山で新馬戦勝ちました。ありがとうござ

▼原田会員 良い事が有りました。

います。
▼大熊会員 在籍5年特別表彰ありがとうございます。
これからも末永くよろしくお願い致します。ご夫人誕生

今後の予定

日。

■11月

▼大槻会員 在籍内祝い。

8（日） 地区インターアクト年次大会
（Zoom開催）

▼富田会員 早くも5年経ちました。まだ、何も理解出
来ておりません。これからも宜しくお願い致します。在
籍内祝い。

■12月

▼福田会員 台風14号接近中です。お気をつけくだ

11（金）～12（土） 地区大会

さい。私は海へ行きます。
▼相馬会員 来週、金光八尾高校で、職業奉仕委員

■2月

会の事業を行います。頑張ります。在籍内祝い。

27（土） ＩＭ第4組ロータリーデー

▼藤田会員 北野会員、ありがとうございました。川田

（ホスト：東大阪みどりＲＣ）

会員、ありがとうございました。野球部練習試合お疲
れ様でした。卓話、よろしくお願いします。誕生内祝い。
例会欠席お詫び。

理事会議事録

▼北野会員 SＡＡ委員の皆様、いつもご苦労様です。

日時：２０２０年１０月７日（水）

▼平尾会員 藤田さん、卓話よろしくお願いします。ご

承認事項

夫人誕生日。

1.議事録

▼谷口会員 本日も宜しくお願い致します。
▼竹原会員 父親が、無事退院出来ました！

2.会計報告
3.ロータリーデー八尾2020の件
4.2660地区ローターアクト助成金の件

■ 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

5.指名委員会委員構成の件

9/2

68

39

9

72.22％

7.新年例会の件

9/16

68

47

14

79.66％

10/7

68

45

11

80.36％

八尾ロータリークラブ会報

0 72.22％

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

6.今後の例会運営の件

8.台北東RCお祝いの件

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

