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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」

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

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2868回

例会 プログラム

●卓 話 「呼吸と姿勢」

●開会 「点鐘」
●ロータリーソング 「国歌」「奉仕の理想」

会長 飯田 寛光

（株）オリーブ所属整体師 今西紀雄様
●閉会 「点鐘」

●ゲストの紹介
（株）オリーブ所属整体師 今西紀雄様
●出席報告

■卓話予告

●年次総会

12月16日 「半期を振り返って」 飯田寛光会長

●在籍表彰
会員特別表彰
在籍5年 福田隆教会員
会員年次表彰

会 長 の 時 間
本日ビジターお越しいただいた大阪船場ＲＣの澤田
会員、ありがとうございます。

在籍39年 中島孝夫会員

本日は時間が押しておりますので、会長の時間のお

在籍23年 井川孝三会員

話は割愛させていただきたいと思います。また次回か

在籍16年 濵岡千寿郎会員

ら、がんばります。

●お誕生日御祝い
松岡伸晃会員・大熊 勉会員・中川 將会員・
濵岡千寿郎会員・三木由貴男会員

幹

事

報

告

▼赤い羽根共同募金に17,292円のご協力をいただき

●その他の報告

ました。ありがとうございました。

●会務報告 「会長の時間」「幹事報告」

▼当地区のガバナーノミニー・デジグネートに、大阪

●SAA報告 ニコニコ箱

中央ＲＣの辻川功一会員が選出されました。
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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

▼2日に八尾RACの例会が開催され、会長ほかに出
席いただきました。
▼4日に理事会を開催しました。議事録を開放に掲載
しております。
▼8日に地区インターアクトの年次大会がZOOMで開

指 名 委 員 会 より
▼山本 勝彦 委員長
指名委員会より、次年度理事役員候補者を、次の通
り発表いたします。
次回12月2日の例会において実施する年次総会に

催され、会長ほかに参加いただきました。

て、皆様のご承認をいただきますよう、よろしくお願い

▼16日に八尾RACの例会が開かれ、会長ほかで参加

いたします。

いただきました。
▼17日に指名委員会が開催され、山本（勝）委員長ほ

２０２１－２０２２年度 理事役員候補者

か委員の皆様にご出席いただきました。
▼本日例会後、クラブ戦略計画委員会を開催します。

会

長 ： 田中 康正 会員

▼27日に地区のRAC連絡協議会が開催され、児林・

直前会長 ： 飯田 寛光 会員

田中会員に出席いただきます。

副 会 長 ： 児林 秀一 会員

▼次回例会後、理事会を開催します。

幹

事 ： 新宮 一誓 会員

▼次回例会で、年次総会を開催します。

会

計 ： 吉田 法功 会員

Ｓ Ａ Ａ ： 西村

衛 会員

ビジタ ーご 挨 拶
▼大阪船場ＲＣ・澤田 宗久 会員

クラブ奉仕担当理事 ： 児林 秀一 会員

いつもお世話になり、ありがとうございます。私ども歯

職業奉仕担当理事

： 福田 隆教 会員

科医では、JDM（Japan Dental Mission）としてヴァヌア

社会奉仕担当理事

： 相馬 康人 会員

ツとフィリピンで医療奉仕活動を行っておりますが現

国際奉仕担当理事

： 西

地訪問の際に毎回、八尾ＲＣの佐野会員から歯ブラ

青少年奉仕担当理事 ： 稲田 賢二 会員

秀樹 会員

シをご提供いただいています。おかげで現地の口腔
衛生事情も改善しています。

会長ノミニー ： 吉本 憲司 会員

こうしたご支援には、本当に感謝しています。そして
それに対して何かできないか、ということで本日は感
謝状を佐野会員にお渡しできればと思います。
これからもどうぞ、よろしくお願いいたします。

ロ ー タリー の 友 紹 介
▼福村 修一 会員
ＲＩ会長メッセージでは「ロータリーは変革を起こす力
を持っている」と述べておられます。またＲＩでは次年
度、史上初の女性会長も誕生する予定です。
そして今月は、ロータリー財団月間です。これにちな
んで「グローバル補助金活用のヒント」などの記事も掲
載されています。
この度、アフリカでポリオ根絶が宣言されました。この
活動で活躍したロータリアンが、アメリカ「ＴＩＭＥ」誌の
「世界で最も影響力のある100人」に選ばれています。
ポリオが残るのはあと、アフガニスタンとパキスタンの
２ヶ国のみとなりました。
また今月のインターアクト週間に関する特集記事も
ございます。

「どうなった例会？」というコーナーでは、コロナ禍の

卓

話

影響について各クラブの事例が紹介されています。当

「ロータリー財団月間に因んで」

クラブのコメントも掲載されていますので、ご覧ください。

▼ロータリー財団委員会・大橋 裕之 委員長

アーチ・クランフ・ソサエティに当地区の松本進也パ

今月は、ロータリー財団月間です。ロータリー財団は、

ストガバナーと立野パストガバナーが入会されたことも

ロータリアンの皆様からの寄付を受け、これを配分す

紹介されています。

るための非営利団体です。皆様からいただいた寄付

このほか、ロータリー平和センターに関する講演記
録や当地区くずはＲＣの災害義援金の活動なども掲
載されていますので、ご一読ください。

金は、健康や教育、環境などの活動に役立てられて
います。
寄付金はシェアシステムにより、WF（World Fund）と
DDF（地区補助金）に２分されます。グローバル補助

そ の 他 の 報 告
▼ロータリー財団委員会・福田 隆教 副委員長

金は６つの重点分野のプログラムに充当されますが近
年、環境保全が新たにプラスされています。

今月はロータリー財団月間です。毎年皆様にご協力

八尾RCでも10年前、東日本大震災のときにマッチン

いただいておりますが、今年度も寄付金にご協力をよ

グ・グラントの制度を活用し、被災地支援のために台

ろしくお願いいたします。

北東RCと協力した実績もございます。
世界には貧困地域がまだ数多くあり、こうしたところ

▼職業奉仕委員会・相馬 康人 委員長
10月14日に出前授業を金光八尾高校で行ってまい

でもロータリー財団の資金を活用した事業が数多く展
開されています。

りました。金融についてボードゲームや講義を通じて

またポリオ根絶の活動では、ロータリー財団とWHO

理解を深めてもらいました。東京証券取引所の方にオ

やCDCなどの機関が協力して取り組みを進めていま

ンラインで講義をしていただいたほか、小谷会員にも

す。ポリオは現在世界で大流行している新型コロナウ

講義をしていただきました。

イルス感染症と同じで、感染症の一種です。最近コロ

円高や金利が株価にどのような影響を与えるのかな
ど、高校生にもわかりやすく解説していただきました。

ナ対策でテレビなどでもよくお見かけする尾身茂氏は、
日本国内ではポリオ根絶においても第一人者です。

そして参加者全員で、株の売買をしながら資産を増や

今年は世界各国で、ロータリー財団の資金を活用し

していくボードゲームに取り組みました。最初はおとな

た新型コロナウイルス感染症の対策に関する奉仕事

しかった高校生たちもゲームが進行するにつれだん

業が数多く実施されています。皆さんがご寄付いただ

だんと真剣に考えるようになり、最後は大いに盛り上が

いたロータリー財団の資金が、世界各地でコロナ対策

りました。

にも役立てられています。

東京証券取引所からはZOOMで、企業業績の見方

それではここで、RIがYouTubeで公開しているポリオ

などについて解説いただきました。小谷会員には、株

根絶のドキュメンタリー映像をご覧ください。ロータリー

価の推移と社会の出来事との関連などを解説いただ

がポリオ根絶に取り組むようになったきっかけから、こ

きました。

れまでの成果などが紹介されています。

授業終了後に実施したアンケートでも、好評でした。
概ね良好な反応だったと思います。そしてロータリアン
も、自身の職業を見直すきっかけになったと思ってお
ります。
ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。

ご覧いただきましたように、ロータリーではポリオ根絶
にも世界で取り組んでいます。ただしこうした活動には
当然ながら、お金がかかります。そこで、皆様からのご
寄付が大切な原資となります。
皆様にはご負担をいただくことになりますが、ご理解
をお願いし、改めてご協力をお願いいたします。

例会出席時のチェックリスト
□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
□インフルエンザにもご注意を！

ニ コ ニ コ 箱
▼大阪船場RC澤田宗久様 いつもお世話になり、あ
りがとうございます。

す。

▼飯田会長 澤田様、いつもありがとうございます。大

▼野村会員 中川廣次先輩、お久しぶりです。さびし

橋委員長、卓話、宜しくお願いします。

かったです。

▼吉本副会長 次回、年次総会です。皆様よろしくお

▼児林会員 ローターアクト例会、職業奉仕委員会相

願いいたします。

馬委員長はじめ委員の皆さん出席ありがとう御在居ま

▼松井幹事 早くワクチン出来て下さい！予定を組ん

した。

では変更！２度手間ばかりです。

▼西村会員 大橋さん、卓話がんばって下さい！

▼佐野会員 ご無沙汰しています。澤田先生、有難う

▼中西（広）会員 例会、久しぶりにこさせていただき

ございました。

ました。これからも宜しくお願いします。

▼松本会員 お久しぶりです。元気にやっています。

▼相馬会員 もう気がつけば霜月です。せわしないも

▼山本（昌）会員 ワクチンでさわがしい世間、本年度

のです。

も半分近く終了！１２月に入りますが、年末に向けて、

▼藤田会員 大橋さん、卓話がんばって下さい。

身体に気を付けて下さい。

▼北野会員 いつもニコニコありがとうございます。大

▼中川（廣）会員 例会欠席お詫び。

橋会員、本日は、卓話よろしくお願いします。

▼山本（勝）会員 本日、誕生日です。

▼曽家会員 大橋さん、卓話、楽しみにしています。

▼菅野会員 コロナ第3波がきています。皆様、マスク、

▼竹原会員 飯田会長、ありがとうございました。

手洗いを忘れずに！

▼谷口会員 ５０歳になりました。子曰く、五十にして

▼稲田会員 大橋さん、卓話楽しみにしています。聞

天命を知る？いや、知りません。誕生内祝い。

いてから、金額入れます。例会欠席お詫び。

▼原田会員 例会欠席お詫び。バッジ忘れ。

▼長竹会員 野村さん、いつも有難うございます。
▼澁谷会員 山本勝彦さん、お世話に成りありがとうご
ざいました。

今後の予定

▼宮川・平尾会員 大橋さん、卓話宜しくお願いしま

■12月
12（土） 地区大会

■ 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
10/21 68

39

10

70.91％

11/4

68

42

11

75.00％

11/18 68

46

13

79.31％

八尾ロータリークラブ会報

0 70.91％

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

■2月
27（土） ＩＭ第4組ロータリーデー
（ホスト：東大阪みどりＲＣ）

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

