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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2870回

例会 プログラム

●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

●卓 話 「ロータリー財団とコロナ禍」
地区ロータリー財団委員会 相馬康人委員
●閉会 「点鐘」

●出席報告
●在籍表彰
会員年次表彰
在籍59年 戸田 孝会員

■卓話予告
1月27日 会員による「リレー卓話」

在籍38年 高井榮彌会員
在籍32年 中西啓詞会員

会 長 の 時 間

在籍23年 小林成禎会員

新型コロナウイルス感染症の拡大が続いており、本

在籍16年 柏木武生宜会員

日は初めてZoomでの例会を開催させていただきまし

在籍 3年 曽家清弘会員

た。ご参加いただきました皆様、ありがとうございます。

在籍 1年 福村修一会員

後ほど卓話で、上半期を振り返らせていただきます。

●お誕生日御祝い
中川廣次会員・池尻 誠会員・山本隆一会員・
松本新太郎会員・戸田 孝会員

幹

事

報

告

▼5日にイルミネーションの点灯式を開催しました。コ

●その他の報告

ロナ感染拡大防止のため、少人数で実施しました。

●会務報告 「会長の時間」「幹事報告」

▼12日に地区大会が開催され、会場からライブ映像

●SAA報告 ニコニコ箱

が配信されました。
▼1月の新年初例会は、1月13日の予定です。例年の
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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

シェラトン都ホテルでは行わず、商工会議所または
Zoomで開催予定です。
▼次回1月13日の例会後、理事会を開催します。資料

またコロナ禍での世界の各クラブの例会の現状が紹
介されています。
特集では新型コロナウイルス感染症の影響について、

は1月5日までにご提出ください。

「どうなる？クラブの今後」としてアンケート調査の結果

▼事務局は12月29日から1月4日までお休みです。緊

が掲載されています。

急の連絡は、幹事までお願いいたします。
▼今月はコロナの影響で忘年家族会も開催できませ
んでしたので、中島会員にご協力いただきクラブから
会員の皆様へアイスをお送りさせていただいておりま

講演記録では「環境中の有害物質が健康に与える
影響」についてのお話が収録されています。
このほか茨木西ＲＣや大阪難波ＲＣの活動が紹介さ
れています。

す。ご家族でお楽しみください。
▼残念ながら12月末で中川（將）・川田・笠井会員が
退会されます。お二人からご挨拶をいただきます。

そ の 他 の 報 告
▼ローターアクト委員会・田中 康正 副委員長
八尾ローターアクトクラブの小林佑樹会員が、ストロ

●中川 將 会員
平成2年に入会して30年、私も81歳になりました。80

ング小林のリングネームで大みそかにボクシングの試
合に出場されます。

歳を過ぎて身辺整理をしておりますが、その一環とし
てＲＣも退会させていただくことにいたしました。
長い間、ご指導をいただきまして、ありがとうございま
した。八尾ＲＣに在籍させていただいたことは自分に

▼八尾ローターアクトクラブ・小林 佑樹 会員
12月31日に、ボクシングで元世界チャンピオンに挑
戦します。応援をよろしくお願いいたします。

とっても大きなプラスとなっており、本当に感謝してお
ります。

卓

話

「上半期を振り返って」
●笠井 実 会員

▼飯田 寛光 会長

先日の地区大会では、ＲＩ会長から最高のプラチナ

年度の初めに所信表明で「新型コロナウイルスの世

賞をいただくことができました。ＲＡＣの設立やコロナ

界的な感染拡大により、先行き不透明な中での幕開

禍で休会中もマスクの寄贈などで活動できたことが評

けとなります」と申しましたが、それから半年、本当にそ

価されました。ありがとうございました。昨年度の活動

うなってしまいました。

内容については、活動報告書をご一読ください。

皆様もご承知の通りここ数日の間でも国内の新規感

私事で恐縮ですが健康状態に不安があり、医師から

染者は増加しており、ただいま第３波の真っただ中で

もストレス回避の必要性を言われておりますので、退

す。８月には第２波がピークを迎え、９月にいったん落

会させていただきたいと思います。これからも八尾ＲＣ

ち着きを見せましたが、10月末ごろから第３波が到来

で学んだことを生かして貢献していきたいと思っており

しました。

ます。ありがとうございました。

大阪でも感染が拡大しており、今月3日には「大阪モ
デル」の赤信号が点灯しました。

ロータリーの友 紹 介
▼谷口 善紀 会員

感染はロータリーでも他人事ではありません。第
2660地区やＩＭ第4組でも、感染者が出ています。ＩＭ

RI会長メッセージでは、新型コロナウイルスのパンデ

第4組の会長会議では各クラブの会長も皆さん、奉仕

ミックにもかかわらず世界の各地で活躍しているロータ

活動が出来ないことや親睦活動も今まで通りに出来な

リアンのエピソードを紹介しながら「今後のロータリー

いことに肩を落とされています。また赤信号の点灯に

にますます期待が高まります」と述べられています。

より、例会を休止するクラブも増えてきています。

もし感染者が出れば会員や家族、社員などにも迷惑

した。

がかかってきます。ワクチンの投与がそろそろ開始さ

各委員会の委員長を対象に8～10月に予定されて

れるようですが、ウイルスを正しく恐れてクラブを運営

いた地区のセミナーは、会場への出席またはリモート

していくことは、何が正解でどこが終着点なのか、依然

参加を選択できる「ハイブリッド型」での開催となりまし

として手探りの状態であります。常に最悪のシナリオを

た。

想定して、「絶対のこの八尾ＲＣから感染者は出さな
い」という覚悟で臨んでいきたいと思っております。

９月には特定非営利活動法人「輝」に、支援金の贈
呈を行いました。

「慎重になり過ぎ」と言われるかもしれませんが、今わ

10月は地区主催のＲＡＣによる献血活動が実施され

れわれに出来ること、しなければならないことは「コロ

ました。八尾ＲＡＣはイオン茨木前の会場で頑張って

ナに感染しないこと」そして「これ以上、医療に負担を

いただき、献血人数で全体の１位になりました。また14

かけないこと」なのです。

日には職業奉仕委員会で相馬委員長を中心に、金
光八尾のインターアクターを対象に金融をテーマにし

振り返ってみますと、１年前の会長ノミニーの段階か

た出前授業を行っていただきました。ボードゲームで

ら「あれもしたい、これもしたい」とあたためてきたことを、

金融について学び、東京証券取引所の講師による講

形にしていきました。

演のほか、当クラブからも小谷会計理事に講義してい

まずは60周年実行委員会を立ち上げ、式典と祝宴、
記念事業を軸に組織や計画を練りました。クラブ内で
もクラブ管理運営部門と奉仕部門で、いろいろと計画
を立てました。委員長も決まり、正副会長会議やクラブ
協議会などでその計画を話し合いました。

ただきました。
11月は地区インターアクトの年次大会が、Zoomで実
施されました。
12月は5日に本町２丁目公園でイルミネーションの点
灯式を行いました。社会奉仕委員会の平尾委員長と、

しかし新型コロナウイルスの感染拡大で、何度も変

ローターアクト委員会の児林委員長を中心に計画して

更することになりました。ほとんどが変更、中止で実行

いただき、ＲＡＣメンバーとしても自ら活動する良い機

できずじまいのうちに半年がたちました。

会になったと思います。こども食堂や「輝」の子どもた

昨年度に開催予定だった３月のＰＥＴＳ、４月の地区

ちにも参加してもらいクリスマスプレゼントのお菓子を

研修・協議会をはじめとする各研修会がすべて中止

贈る予定でしたが、直前の赤信号点灯でかないませ

になりました。ＩＭロータリーデーや八尾ＲＡＣの認証

んでしたので、後日贈呈します。12日の地区大会も急

伝達式も中止されました。

遽、地区関係者のみによるライブ配信となりました。こ

そして今年度は例会の回数を毎月２回（第１・３水曜
日）とし、食事をなくした上で時間を13：30～14：30に
変更してスタートしました。
７月は恒例の各クラブとの相互表敬訪問や初親睦

れも初の試みです。
そして本日、赤信号点灯により会員が例会場に集ま
ることを見合わせ、Zoomによるオンライン形式に変更
しました。

会も、行うことは出来ませんでした。18日には八尾ＲＡ

以上が半年間の経緯です。異例づくめでしたが、地

Ｃが奉仕活動として、クリーンハイクを行いました。ロー

区・研修協議会や各委員会のセミナーも地区ホーム

タリアンも加わり、近鉄八尾駅周辺でゴミ拾いを行いま

ページに資料や動画がアップされていますので、ぜ

した。

ひ活用して勉強してください。

８月もリーダー研や曽爾高原「自然の中で」も中止。

本年度はクラブのスローガンを「ロータリアンらしく、

今年度は金光八尾高校がホスト校となり、地区イン

八尾ロータリークラブらしく」とさせていただきました。

ターアクト委員会の曽家副委員長とも意気込んでいた

新型コロナウイルスの感染拡大を知っていれば、もっ

インターアクトクラブの台北での海外研修も中止されま

と違ったテーマになっていたでしょう。しかし上半期は

した。19日にはガバナー公式訪問を行うことが出来ま

ほとんどの時間をコロナ対策に費やし、本来のロータ

リー活動や奉仕事業が出来なかったことが残念です。
進まない物事、自粛、縮小、中止の繰り返しでした。
そして結果として残した実績はわずか。なんとも残念
でありますが、「人生に偶然はない。起こることはすべ
て必然である」と思い、前向きにとらえていきたいと
思っております。

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

（ここで９月に行った「会員満足度アンケート」の結果

□インフルエンザにもご注意を！

について、感想とともにご報告します。）
来月から下半期が始まりますが、早々に例会場でリ
アルの例会を行うのは難しいと思います。早くコロナ禍
が終わり、皆さんが顔を合わせて会話し、歌をうたい、
迫力ある盛り上がりを感じたいものです。
あと半年間、どうなっていくかはわかりませんがスタッ
フ一同、精一杯頑張っていく所存ですので、よろしく
お願いいたします。
ニ コ ニ コ 箱
▼飯田会長 本日よりZOOMにて例会を行います。不
手際があるかもしれませんが、宜しくお願いします。

こども食堂にクリスマスプレゼントを贈りました

▼松本会員 来年もよろしくお願い致します。
▼中川（將）会員 長い間、八尾ロータリーには御世
話になりました。私も81才になり、身辺整理する年代と
なり今回退会させていただきます。ありがとうございま
した。

今後の予定
■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）

持ち回り理事会議事録
日時：２０２０年１２月１４日（月）

■ 出席報告

承認事項

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
11/18 68

46

13

79.31％

12/2

68

46

11

82.14％

12/16 68

34

9

62.96％

八尾ロータリークラブ会報

1. 退会の件 （笠井 実会員）

0 79.31％

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

宏

副委員長 ▼ 菅野 茂人

