
八尾ロータリークラブ　2020－2021年度　　　会長　飯田　寛光　　　幹事　松井　良介

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　　E-mail　 info@yaorc.com

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

国際ロータリー　第2660地区2020-2021年度

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」

vol.60
No.15

2021 2
3

 

●開会　「点鐘」

●ロータリーソング

●ゲストの紹介

　　　地区ローターアクト代表ノミニー

　　　　重留　里咲　様　（大阪中央RAC）

●出席報告

●在籍表彰

会員年次表彰

　在籍13年　澁谷登志和会員

　在籍13年　長竹　浩会員

　在籍4年　 山本隆一会員

　在籍1年　 谷口善紀会員

●お誕生日御祝い

大槻恭介会員・佐々木洋会員・鼓呂雲健造会員・

宇野泰正会員・山本昌市会員・福村修一会員

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話　 「ローターアクトについて」

地区ローターアクト代表ノミニー　重留里咲様

●閉会　「点鐘」

　本日もたくさんのご参加をいただき、ありがとうございま

す。さて22日にＩＭ第4組の会長懇談会があり、地区内す

べての組のロータリーデーが中止になると報告がありまし

た。第4組も2月27日に東大阪みどりＲＣのホストで予定し

ていましたが、これも中止になります。また2月14日の地区

ＲＡＣ献血運動も中止です。簡ガバナーは「人が集まると、

メンバーの命が守れない」とおっしゃっています。コロナ感

染は身近に迫っており、地区内ロータリアンでも１月に

入って毎週２～３人の感染報告があるとのことです。

　例会は大阪御堂筋本町ＲＣだけが今まで通りですが、そ

れ以外のクラブは赤信号の間は休会またはリモート例会

にしているようです。

　当クラブも12月16日からZoomによるリモート例会にしまし

たが、反省をふまえて出来るだけ皆さんが参加できるよう
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に工夫していきたいと考えています。

　本日も早めにZoomを開き、例会開始まで自由に雑談し

ていただけるようにしてみました。そして卓話では、会員に

よるリレー形式を取り入れてみます。皆さんが参加して話

せる楽しい卓話、そして例会を試みてみたいと思います。

　ところで前回の会長の時間でご紹介した服部芳樹氏に

つきまして、富山ＲＣではなく、岐阜ＲＣの誤りでした。前

回は「サービス」の和訳について、そしてロータリーの２つ

のサービス理念「One profits most who serves best.」と

「Service above self」についてお話ししました。本日はＲＣ

の歴史について、お話しします。

　ＲＣは1905年、弁護士のポール・ハリス、石炭商のシル

ベスター・シール、鉱山技師のガスターバス・ローア、洋服

業のハイラム・ショーリーの４人によって、親睦と相互扶助

を目的にシカゴで設立されました。日本では日露戦争が

終結した翌年のことです。

　当時はギャングのアル・カポネが暗躍する荒れた時代で、

シカゴは無法と腐敗の街でした。親友などできる環境では

ありませんでしたが、もし心から何でも相談でき、語り合え

る友人がいればどんなに素晴らしいだろう。そんな発想か

らポール・ハリスはロータリーをつくったのです。

　その後も会員が増え、せっかく一業種一人でたくさんの

仲間が集まったのだから、互いを信じて騙さずに、正直に

仕事を行うことで互いの商売を利用して金儲けに利用した

らっどうだろうか、という発想から「物質的相互扶助」という

考えが起こってきます。当初のシカゴ・クラブには奉仕の

概念はなく、事業の繁栄と親睦を目的にしたクラブ運営が

行われていたのです。

　翌年、メンバーに弁理士がいなかったのでドナルド・

カーターに入会を勧めると「閉鎖的な内部利益交換の団

体に過ぎず、社会的存在意義に欠けている」と指摘されま

す。そこで第２代会長のアル・ホワイトが会則を修正し、社

会的奉仕活動を提唱します。

　1907年、第３代会長に就任したポール・ハリスは、地域

社会向けの活動を目標に掲げます。しかしクラブ内では、

「親睦・相互扶助派」と「社会的奉仕派」の対立が始まるこ

とになります。

　そして19078年にはA.F.シェルドンが入会し「奉仕（サー

ビス）理念」を提唱します。

　この続きはまた次回に、ご紹介します。

▼22日にＩＭ第4組の会長懇親会が、Zoomで開催さ

れました。

▼30日に地区のロータリー財団補助金セミナーがリ

モートで開催されます。田中・吉本・川村会員に参加

いただきます。

▼2月からは再び、毎月第1、３週に例会を開催します。

次回は2月3日の予定です。

▼2月3日の例会後、理事会を開催します。

▼2月14日の地区ＲＡＣ献血は、中止となりました。

▼2月27日に予定しておりましたＩＭ第4組のロータリー

デーは、中止となりました。門田隆将氏の講演会を別

途開催するか、検討中とのことです。

▼昨年度、当クラブはロータリー財団への寄付100％

を達成しました。記念のバナーが届きましたので、ご

披露いたします。

▼ＲＩより、昨年度のロータリー賞（プラチナ）の表彰状

が届いております。

▼ポリオ寄付への感謝状もクラブ宛に届いております。

▼米山寄付について、クラブ累計で8,000万円を達成

しました。感謝状が届いております。

▼クラブ広報委員会・富田　宏　委員長

　職業奉仕月間にちなんで、特集では各地のロータリ

アンの様々な仕事について紹介されています。いろん

な職業があり、興味深い内容です。

　また卓話の泉では、１月らしくおせち料理の話題が

取り上げられています。当地区関連では、東大阪ＲＣ

のフェイスシールド寄贈の活動が掲載されています。

▼ローターアクト委員会・児林　秀一　委員長

　次回2月3日の例会には、地区ローターアクトの代表

に卓話をお願いしております。RACへの理解を深めて

いただければ、と思います。

▼社会奉仕委員会・平尾　貴英　委員長

　年末から点灯しておりましたイルミネーションの事業

ですが、先日片付けが完了し、無事終了することがで

そ の 他 の 報 告
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きました。ありがとうございました。

▼次年度・新宮　一誓　幹事

　本日例会後、次年度の被選理事会を開催します。

対象の方は引き続きご出席をお願いいたします。

会員による　「リレー卓話」

▼松井　良介　幹事

　このところZoomによる例会を開催させていただいて

おりますが、一方通行ばかりで退屈にならないよう、双

方向でできるリレー卓話を今回企画しました。

　皆様の最近の事業の状況や、プライベートの話など

もお聞かせいただければ、他の会員にとっても参考に

なり、興味深いのではないかと思います。お一人5分

程度しゃべっていただき、終わりましたら次の方を指

名してください。それでは最初は、私から始めさせて

いただきます。

　私は不動産の仲介や賃貸を営んでおりますが、今

回のコロナのような状況は初めてです。最悪の状況を

想定すると怖くなりますが、現在の市況は大阪市内を

見ても、中には撤退するところもあるものの、国や府の

補償などもあり、まだ何とか相場が下がっていないよう

な状態です。

　またこうした悪い時期が逆にチャンスである、ととらえ

る方もあり、物件が出るのを待っている人もあります。

このため相場もそれほど下がらず、売買も成立してい

るような状況です。

　ただし今年も昨年同様に補償が続けていけるのか、

難しいところです。利払いのみで無利子の融資や、家

賃保証などでなんとか賄っているところもあります。今

後も様子を見ながら続けていきたいと思っています。

　今年は難しいと思いますが、来年ぐらいにはこれま

での日常が戻るかどうか、ぐらいの気持ちで引き続き

頑張ってまいります。

　プライベートに関してはコロナ禍のおかげでこれまで

よりも早く帰宅するようになりましたが、妻と共通の話題

も少なく、困っております。三木会員が以前に紹介さ

れていた、妻のトリセツの本を読んで、妻との会話を取

り戻したいと考えております。

　それでは次は、その三木会員にお話しいただきたい

と思います。

▼三木　由貴男　会員

　ちなみにその本は今、柏木会員にお貸ししておりま

す。会社の方は、前回の緊急事態宣言のときは営業

活動を自粛しました。今回の緊急事態宣言下では、

営業は継続している状況です。ただしリアルの対面は

できるだけ避けて、極力リモートで対応するようにして

います。本社からも、リモート用の営業ツールなどがた

くさん届いています。

　お客様については、こういうご時勢ですので、休業

補償に関する引き合いなどが多くなっています。おか

げで１月は前年比で10％増、２月も堅調に推移してい

るような状況です。

　私生活では、会社からも夜の飲食は禁止の通達を

受けていますが、あまり早く帰宅するのも慣れていな

いので、ゴルフの練習場に行ったりしています。おか

げでゴルフは今、かなり調子が良い状態です。またお

誘いください。それでは次は、画面で隣に映っている、

福村会員にお願いします。

▼福村　修一　会員

　私の会社では野菜や果物を扱っておりますが、外食

産業については今、壊滅状態です。一方で中食用の

スーパー向けが好調です。最近は特に、東海地方か

らの引き合いが多くなっています。野菜は安値が続い

ていましたが、このところは寒波の影響も出てきており

ます。またアメリカのバイデン新大統領誕生も今後、影

響が出てくると思います。

　それでは次は、谷口会員にお願いします。

▼谷口　善紀　会員

　弊社ではフロスピックなどオーラルケア製品を取り

扱っており、ドラッグストアなどを中心に取引しておりま

す。現在は需要が一巡して、少しダウンしてきているよ

うな状況です。また売上高を死守しようとしている大手

が、安値攻勢を仕掛けてきているところです。

　このほかコンテナが不足しているようで、運賃が上昇

しています。これがこの先、収益に影響してくる可能性

卓　　　話
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があります。それでも何とか、頑張っていこうと思って

おります。

　私は八尾ＲＣに昨年２月に入会させていただき、1年

が経過しました。これまで卓話をさせていただいたほ

か、職業奉仕委員会の事業で金光八尾を訪問しまし

た。今年も意義ある活動ができるよう、願っております。

それでは続いて、職業奉仕の委員長、相馬会員にお

願いします。

▼相馬　康人　会員

　福祉施設を運営しておりますが、高齢者が多く、感

染すれば重症化するリスクも高いことから気を使いま

す。収入は維持しながら、何とか運営しております。利

用者に関しては、コロナの心配もありますが「継続して

利用したい」と希望される方も数多くおられます。中に

は閉鎖した施設もありますが、そうしたところから流れ

てくる利用者もあり、横ばいの状態です。

　ところで消毒液については、コロナウイルスに対して

効果がないものもあります。新型コロナウイルスは表面

の油の膜を破壊すれば感染力がなくなると言われて

おりますが、では100％のアルコールが良いかというと

そういうわけでもなく、アルコール度数70～80％ぐらい

がいいようです。

　ただしよく出回っているのは10～30％程度のものが

多く、これではウイルスの膜を溶かしきれません。見分

け方としては、商品の裏にあるラベルを見れば、危険

物の表示がありますので、そこを確認すれば見分けが

つくと思います。

　また体温計にもいろいろあります。非接触の「温度

計」というものもありますが、これは表面の温度のみを

計測して体温を予測するだけで、誤差も生じます。安

心して使うには、商品をよく選んだ方がよいと思います。

▼友田　昭　会員

　今月17日に八尾ＲＡＣの皆さん15名が、うちの神社

へ来てくれました。ＲＡＣの例会として訪問していただ

き、祈願させていただきました。また神社についてのこ

とも、説明させてもらいました。

　また今月は、私が元いた戎神社に、福笹をもらいに

行ってきました。事務局に届けておきますので、またご

覧ください。

　私事ですが昨年は、2月末に娘が結婚式を挙げまし

た。コロナ流行拡大の前に式を挙げることができ、運

が良かったと思います。そして先日には、懐妊の知ら

せも届きました。こうしたことも個人の出来事としては、

うれしく思っています。

▼澁谷　登志和　会員

　昨年末に、腰椎を２本、骨折していることがわかりま

した。2月1日に手術を受ける予定で、現在もギプスを

している状態です。例会もしばらくお休みさせていた

だくかもしれません。またゴルフも当面、禁止するよう

に言われております。

　仕事の方はおかげさまで順調で、忙しくしております。

3月には還暦を迎える予定です。

▼飯田会長　楽しいリモート例会を目指しますので、

ご協力お願いします。

▼田中会長エレクト　本日、次年度被選理事会、宜し

くお願いします。

▼吉本副会長　リレー卓話、皆様のご参加、ご協力を

よろしくお願い致します。ご夫人誕生日。

▼松井幹事　早く日常が取りもどせます様に。

▼高井会員　在籍内祝い。誕生内祝い。

▼新宮会員　良い事があります様に！！

▼野村会員　皆さん、お元気ですか？コロナに負けな

いようにがんばりましょう！

▼児林会員　ズーム例会ちょっとなれてきました。皆さ

んよろしく御願いします。

▼西村会員　例会欠席お詫び。

▼曽家会員　今日の被選理事会、宜しくお願いします。

■ 出席報告

月日

12/16

1/13

1/27

会員数

68

65

65

出席

34

34

31

うち出席規定
適用免除者

9

9

6

メーク
アップ

0

出席率

62.96％

65.38％

63.27％

確定
出席率

62.96％
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