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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2867回

例会 プログラム

●開会 「点鐘」

会長 飯田 寛光

会 長 の 時 間
11月はロータリー財団月間です。次回の例会で、

●ロータリーソング 「四つのテスト」

ロータリー財団委員会の大橋委員長に卓話をお願い

●出席報告

しております。

●ロータリーの友紹介

また毎年この時期に行われている台北東ＲＣの周年

福村 修一 会員

記念例会ですが、今年は新型コロナウイルス感染症

●その他の報告

の影響により海外からの姉妹クラブは招待せず、今月

●会務報告 「会長の時間」「幹事報告」

2日に開催されたそうです。

●SAA報告 ニコニコ箱
●卓 話 「ロータリー財団月間に因んで」
ロータリー財団委員会 大橋裕之委員長
●閉会 「点鐘」

さてコロナ禍の発生から約８ヶ月が経過しましたが、
本日より例会でのお食事を再開させていただきました。
早く元通りの例会運営に戻ることを願っておりますが、
それでもとにかく感染者が出ないよう、今後も気をつけ
ながら進めていきたいと思っております。
今月2日には八尾RACの例会に出席しました。RCか
ら今回は、SAAの委員の方々が見学で参加してくださ

■卓話予告

いました。

12月2日 （株）オリーブ所属整体師
今西紀雄様
12月16日 「半期を振り返って」 飯田寛光会長

その中から北野委員長が卓話をしてくださり、これま
で仕事に取り組んできた姿勢などの体験を話していた
だきました。若いRACメンバーにも参考になり、とても
よかったと思います。

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
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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

これこそまさに、職業奉仕だと思います。RACメン

す。ご希望の方は幹事までお申し出ください。

バーも興味深く話を聞いていました。
さて今年度は何かにつけコロナに振り回される年度
ですが、来月の地区大会はRIが示した方針に従い、

そ の 他 の 報 告
▼SAA委員会・北野 和男 委員長

土曜日の１日のみの開催となります。本会議は自由参

本日より、例会での食事の提供を再開させていただ

加で、名札も発行せず、会場の様子をオンラインでラ

きました。高砂様と山徳様で、交代でお願いしており

イブ配信されるそうですので、地区ホームページでぜ

ます。

ひご覧ください。これもいわゆる「新しい生活様式」な
のかなと思います。

なお食べ終わったお弁当の容器は、各席に置いて
帰っていただければ、後ほど片付けます。またお茶に

また来年2月27日に予定されているIM第４組のロー

つきましては、１杯目は入れさせていただきますが、お

タリーデーですが、門田隆将さんが講演される予定で

かわりをご希望の方はすみませんがセルフサービスで

す。東日本大震災時に原発で働いていた人たちを取

お願いいたします。

材した本を出版され、テレビにも出演されている方で

また食事中は感染拡大防止のため、あまり大きな声

す。「コロナが問う日本の危機管理」をテーマに講演さ

でしゃべったりせず、できるだけ静かにお召し上がりく

れます。

ださい。

ただ当日の会場は、コロナの感染拡大防止のため

お弁当の数はなるべく余らないようにしたいと思って

入場制限がかかると思います。例年、会場のシェラト

おりますので、皆様もできるだけ例会の出欠の返事を

ン都ホテル大阪で行っている当クラブの移動例会も、

早めに連絡していただきますよう、ご協力をお願いい

変更になるだろうと思います。

たします。

どうしても「会長の時間」もコロナの話ばかりになって
しまいますが、次回からはコロナ以外の話も取り入れ
ていきたいと考えております。

▼ロータリー財団委員会・大橋 裕之 委員長
11月はロータリー財団月間です。本日、皆様にご寄
付をお願いする用紙を配布しておりますので、金額を

幹

事

報

告

▼先月23日に、IM第4組の会長・幹事会が開催されま
した。

ご記入の上、ご提出ください。
次回の例会時に集金させていただきたいと思います
ので、ご協力をよろしくお願いいたします。

▼先月28日に指名委員会が開催され、山本（勝）委員
長ほかに出席いただきました。

卓

話

▼今月2日に八尾RACの例会が行われ、会長ほかに

「涙活（るいかつ）で営業力アップ！」

出席いただきました。

▼橋本 昌人 様

▼本日例会後、理事会を開催します。

本日はこのような機会をいただき、ありがとうございま

▼8日に地区インターアクトクラブの年次大会が

す。４年半ほど前にも一度、中西（啓）会員のご紹介で

ZOOMで開催されます。会長ほかに参加いただきま

卓話をさせていただきましたが今回、再びおじゃまさ

す。

せていただきます。

▼16日に八尾RACの例会が開催されます。RCの皆様

私はそもそもお笑いの放送作家で、10年前に会社を

にも交代で、なるべくたくさんの方にご覧いただけるよ

立ち上げました。放送作家とは一体何をやっている職

うお願いしております。

業かと申しますと、ラジオやテレビの台本を書く仕事で

▼18日の例会後、クラブ戦略計画委員会を開催しま

す。

す。対象の方は、ご出席をお願いいたします。
▼次年度の地区委員会への出向者を現在募集中で

東京であれば別ですが、関西であればだいたい、吉
本興業様関係の仕事が多いです。そこからフリーに

なって、続けております。

しょうか。

従ってこの「涙活」も、もともとは笑いが根底にありま
す。笑いについて深く考えていく中で、実は涙がない

そこで今日はまず、暗い手紙ではなく、子どもの手

と人間は本当には笑えない、ということがわかってきま

紙を一つ、ご紹介します。小学生がおばあちゃんに対

した。

して書いた手紙です。

吉本の新喜劇などを見ていてもお気づきの方もおら

別に無理やり泣いていただく必要はありませんが、

れるかもしれませんが、途中で涙の要素があって、そ

日常の生活の中で積極的に感動する機会を持とうと

こに笑いが散りばめられています。

することは大切です。泣くことが心のデトックスにもなる

そこで私が始めたのが、この「涙活」というものです。

と思います。皆様も感動することによって、人とのつな

涙することによって人間は、免疫力がアップすると考

がりに感謝しませんか。

えられています。それまでは「どうすれば皆様に笑って

ご紹介するのは当時、入院中のおばあちゃんに宛

いただくことができるか」ということばかりを考えていま

てて小学生の孫が書いた手紙です。どうぞ気楽に聞

したが、今度は「どうすればお客様に涙してもらえるの

いてください。

か」ということを考えるようになりました。
涙を流してもらうには何が一番良いかと私なりに考え、
まずはいろんな手紙を集めてみました。手紙が一番泣
ける、と思ったからです。
そうやって集めてきた手紙をご紹介して泣いてもらう

さて次は、営業の笑顔が増えるような手紙をご紹介
します。父親が、亡くなった息子に書いたものです。
この方は小児がんの息子さんを、８歳で亡くされたそ
うです。それからかなりの時間が経過し、ようやく当時

ことによって、笑いにも勝るような免疫力の向上が期待

のことを冷静に振り返ることができるようになってから、

できます。

改めてその息子さんに宛てた手紙を書かれました。

ちなみに、なんばグランド花月で多い忘れ物は何か、
ご存知でしょうか。まず一番多いのは携帯電話、そし

この手紙からは苦しいとき、悲しいときほど笑って、と

て次にハンカチですが、その次に多い忘れ物が実は

いう子どもの思いが伝わってきます。笑いも、途中に

「杖」なんです。

涙があるからこそ、余計に笑えるのです。

お客様はお年寄りの方々が多いので、杖をお持ち

涙活は、一人でもできるものですので、皆様もぜひ、

になる人が多いのですが、たくさん笑っていただいて、

お試しください。時には心を揺さぶってみることも、良

最後は杖を忘れて帰るぐらいに免疫力が上がって元

いのではないでしょうか。

気になる、ということなのだと思います。
涙にはいくつかの種類がありまして、例えば虫などが
目に入ったりする刺激によって涙が出ることがあります。
しかしこの場合の涙には、何の成分も含まれていませ
ん。
その一方で「情動の涙」にだけは、ストレス性の物質
が含まれているのだそうです。つまりこの種の涙を流
すことによって、皆さんのストレスが発散されているの
です。
さらに「共感の涙」と言われるものもあり、これを流す
ことによって、その組織の連帯感が増すとも言われて
います。これは例えば皆様の会社の営業部門などで、
組織の一体感を増すためにも役立つのではないで

ニ コ ニ コ 箱

例会出席時のチェックリスト

▼飯田会長 橋本昌人様、涙活（るいかつ）卓話、宜
しくお願いします。
▼吉本副会長 食事をすると唾液がたくさん出て、飛
沫も多くなります。ご注意をお願いします。

□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

▼松井幹事 八尾も区にしてほしかった。
▼中西（啓）会員 橋本さん、本日の卓話をよろしくお

□発言時はマイクに触れないで
□インフルエンザにもご注意を！

願いします。ご夫人誕生日。
▼寺坂会員 来年はついに傘寿です。年寄りは労りま

▼谷口会員 昨日、飲みすぎました。

しょう。誕生内祝い。
▼村本会員 ご夫人誕生日。
▼山本（勝）・曽家会員 誕生内祝い。
▼菅野・澁谷・倉内会員 例会欠席お詫び。

今後の予定

▼田中会員 北野委員長、先日、RAC例会にて、素

■12月

晴らしい卓話をありがとうございました。特に息子が思

12（土） 地区大会

い知ったと、勉強になりました。
▼長竹会員 本日から食事再開楽しみです。

■2月

▼野村会員 大槻さん、先日はお世話になりました。

27（土） ＩＭ第4組ロータリーデー

▼児林会員 SAA委員会北野委員長はじめ委員の皆

（ホスト：東大阪みどりＲＣ）

さん、ローターアクト例会出席ありがとうございました。
誕生内祝い。
▼西村会員 寒くなりましたね。皆様お身体ご自愛下

理事会議事録

さい。例会欠席お詫び。

日時：２０２０年１１月４日（水）

▼富田会員 良い事がありますように！！

承認事項

▼相馬会員 気候のうつろい激しき折、みなさま、ご自

1.議事録

愛くださいませ。

2.会計報告

▼藤田会員 米山特別寄付、ご協力ありがとうござい
ます。

4.2020-21年度地区出向推薦の件

▼北野会員 良い事が有りました。いつもニコニコあり
がとうございます。
▼友田会員 良いとしになりました。これからも、バリバ
リと行きたいです。誕生内祝い。

6.１月例会日程の件
7.八尾市青少年問題協議会委員の派遣

8.ロータリーデー八尾2020（イルミネーシ

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
68

45

11

80.36％

10/21 68

39

10

70.91％

11/4

42

11

75.00％

68

5.パソコンウイル対策ソフトの件

の件

■ 出席報告

10/7

3.地区大会信任状の件

八尾ロータリークラブ会報

ョン）の件

0 80.36％

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

