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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング

●出席報告

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍15年　松井良介会員

会員年次表彰

　在籍24年　中川廣次会員

　在籍  3年　鼓呂雲健造会員

●お誕生日御祝い

　澁谷登志和会員（還暦）

　山本義治会員・佐野清会員・柏木武生宜会員

●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　 「会員によるリレー卓話」

●閉会　「点鐘」

　本日は雪の舞う、寒い日となりました。皆様ご自愛く

ださい。

　今月8日、ＲＩ事務総長からの通達で「ＲＩ理事会は今

年度、すべての会合をバーチャル（オンライン）で行う

ことを決定しました。ガバナーもクラブ会長も、同様に

するよう強く推奨します」という内容です。

　これに対し、当地区の簡ガバナーは「あくまでも世界

標準であり、各クラブではさまざまな検討や工夫をし、

最良の対策をして活動していただきたい」とコメントさ

れています。

　国内では本日から、ワクチン接種が始まりました。私

たちが接種できるのは、いつごろでしょうか。

　さて前回はＡ・Ｆシェルドンが1908年に入会してから、

1930年に退会するまで22年間の話をしました。ＲＣが

会員数を増やし世界に広まっていったのは、彼の功

績が大変大きかったのです。

　しかし多くのロータリアンを成功に導いた「商業サー

ビス理論」（シェルドンを中心とした理論派）が排斥さ

れていき、「人道的奉仕」（ポール・ハリスを中心とした
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実践派）が主流になっていくことで、シェルドンはわず

か22年間で退会することになるのです。

　もしも理論派と実践派が共存する道があったなら…

と思います。

　その後のロータリーの歴史ですが、1932年に四つの

テストを採用。ハーバート・テーラーがアルミ器具メー

カーを再建していく中で誕生したものです。1935年に

は定款改定でシェルドンの唱えた商業サービスの理

念が完全に抹消されます。

　1940年代の第二次世界大戦中には、ＲＣがユネスコ

（国連教育科学文化機関）の設立に協力。国際連合

設立の準備段階から密接に携わります。1947年には

ポール・ハリスが逝去。世界中のＲＣから多額の弔慰

金が寄せられましたが、故人の遺志によりそれらはす

べてロータリー財団に向けられました。そして財団奨

学生制度が発足します。

　1958年に米山奨学会が設立され、63年にはインター

アクトクラブの提唱が開始されます。71年からはＲＹＬ

Ａ（青少年指導者育成プログラム）が、85年からはポリ

オ・プラス運動が始まります。89年になりようやく、規定

審議会で女性会員が承認されました。

　その後、2002年に地区リーダーシッププランが、04

年にはクラブリーダーシッププランがそれぞれ制定さ

れます。

　1905年の誕生から115年。ＲＣはいろいろと変化しな

がら発展してきました。「古きを温め新しきを知る」こと

で我々の、そして八尾ＲＣの未来予想図を描いていき

ましょう。

▼12日にＩＭ第４組の会長幹事会がZoomで開催

され、会長・幹事で参加しました。

▼3月11日に八尾ライオンズクラブ様の60周年

記念式典が開催されますが、現在の新型コロナ

ウイルス感染症の拡大状況を鑑み、欠席する予

定です。

▼3月13日に次年度のための地区チーム研修セ

ミナーがZoomで開催されます。地区出向者の皆

様にご参加いただきます。

▼同日、次年度のためのPETS（会長エレクト研

修セミナー）と地区研修・協議会（会長部門）が

開催され、田中会長エレクトが出席されます。

▼次回3月3日の例会は、国の緊急事態宣言が

解除され、大阪モデルが黄信号になれば、通常

の例会場で開催します。その際は、決定次第、

ご案内いたします。

▼次回例会後、理事会を開催します。資料のあ

る方は今月24日までにご提出ください。

▼竹原　信二　会員

　RI会長メッセージは、２月の平和構築と紛争予防

月間にちなんだ内容です。またこの月間に関する

特集記事では、長崎南ＲＣの元会員やロータリー

平和フェローが紹介されています。

　ロータリー研究会にはＲＩ会長もリモートで参加さ

れ、このリポート記事が掲載されています。よねやま

だよりでは、ウクライナの米山学友が近況を報告し

ています。

　地区大会略報では、当地区が12月に開催した大

会も紹介されていますので、ご覧ください。

▼ローターアクト委員会・児林　秀一　委員長

　14日に八尾ＲＡＣが、クリーンハイクを実施しまし

た。2月の第１例会としてローターアクター18名が参

ロ ー タリ ー の 友 紹 介
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加し、早朝の近鉄八尾駅前で清掃活動を行いまし

た。ロータリアンにもご参加いただきました。

　また来月1日には、ハイブリッド形式で例会を開催

する予定です。

▼新宮　一誓・次年度幹事

　本日例会後、次年度の第２回被選理事会を引き

続きZoomで開催します。参加者の皆様は、そのま

ま退出せずに残ってください。

「会員によるリレー卓話」

▼川村　健司　会員

　建築業を営んでおりますが、コロナの影響もあり、

新たに光触媒を利用した抗菌事業も立ち上げまし

た。噴霧器やPCR検査キットなどの取り扱いも開始

し、顧客企業にも導入いただいております。

　会員の皆様もコロナ禍で苦労されていると思いま

すが、「どのような経営努力をされているか」といっ

たお話も聞かせていただけると、他の会員の参考

にもなると思います。また仕事以外のプライベート

でも、心の支えとされている座右の銘などについて

もお話いただければ、と思います。

　またプログラム委員会では今後、在籍年数の長い

先輩方による卓話も予定しております。

▼寺坂　哲之　会員

　私も今年で80代になります。会社の仕事は３年前

に息子に譲り、私は毎朝５Ｓなどについて話をする

ほか、折りに触れアドバイスをする程度です。会社

以外にもいくつか公職がありますが、会合などもコ

ロナによりキャンセル続きで、退屈しております。

　社内の社員旅行や得意先回りもすべてキャンセ

ルとなり、プライベートの食べ歩きなども自粛してい

ます。

　趣味と健康のためのゴルフもストップしており、打

ちっぱなしで練習するだけです。毎回260球ぐらい

打ち、そのあと風呂に入ります。家庭では風呂掃除

をはじめ、家事もするようにしています。定期的に

血液検査を受けていますが、いつも正常値の範囲

内です。

　当社もコロナの影響で受注が激減し、一時は約５

割減になりました。このため金曜日を臨時休業にし、

それでも仕事がなく木曜日も休みにしました。こん

なことは、リーマン・ショック以来です。雇用調整助

成金も活用しながら、10月ごろからは売上が戻り始

め、70％ぐらいまで回復しました。

　1月からは木、金も稼働するようになり、今期は売

上が約半分に落ち込む一方で、経常利益は黒字

を維持できそうです。

　当社は2025年に創業100周年を迎えます。これに

向けて現在、新工場の建設を計画しています。自

動車産業ではEV化が急速に進んでおり、今後は

EV用の市場も開拓する必要があると考えています。

▼福田　隆教　会員

　わが社では、飲食店向けの売上が落ち込んでお

り、営業で回る先も減っているのが現状です。この

ため営業のキャンペーンを実施するなどして、工夫

しています。

　現在は抗菌ではなく、制菌のマットを取り扱って

います。菌を増やさない抗菌ではなく、菌が減って

いくマットを、おすすめしています。このほかアル

コール商材をアマゾンでも提供したりしています。

　プライベートでは、サーフィンにも出かけています。

今は冬と春の間の季節ですが、波のありそうなとこ

ろへ出かけています。

▼村本　順三　会員

　当社では学校向けとオフィス向けの備品、そして

製本機械を製造しています。製本機械については

ヨーロッパ向けが多いのですが、現在のヨーロッパ

はコロナで大変な状況になっています。売り上げは

８割程度減少しています。

　また４年に一度ドイツのデュッセルドルフで開催さ

れる世界最大規模の展示会も、去年はコロナのた

め中止になりました。同業他社とともに当社でもこの

卓　　　話
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展示会で新製品を発表する重要な機会なのです

が、それもできませんでした。

　そこから売り出そうと考えていたものが残っている

状況で、金曜を休業し雇用調整助成金でしのいで

いる状態です。

　このほか、学校関係の市場は少し、動いています。

またオフィス向けも前年並みの状況です。東京で

新築ビルが数多く完成した、などの要因があります。

　私生活では昨年暮れに、ゴルフ道具をすべて新

しく買い替えました。しかしその途端に、コースで転

んで捻挫してしまいました。人生で初めて経験する

ぐらいの大きな捻挫で、その時はプレー続行を諦

めました。

　現在も、ねじるとまだ痛い状況です。最近、ようや

く少し打てるようになってきたので、新しいクラブを

使えるようにしていきたいと思っております。皆様も

お気を付けください。

▼田中　康正　会員

　私が関わっているこども食堂は、コロナの影響で２

月からストップしている状態です。こども食堂を始め

てから４年目になり、ようやく子どもたちにも浸透し

つつあるところですが、２月からは週一回、お弁当

を提供するようにしています。子どもたちは30人ぐら

いが集まるようになってきていますが、大人も困って

いる状況の方があるため、大人の皆さんにもお弁

当をお渡しするようにしています。

　お弁当を渡すだけなので、これまでのような学習

支援などはできませんが、それでも対面できる機会

があることは重要だと思います。今後も子どもたち

の支援に取り組んでいきたいと考えています。

　もう一つ、私が取り組んでいる更生活動では、テ

レビ番組の取材が現在入っております。毎日放送

のミントで、３月にＢＢＳ会が紹介される予定です。

▼飯田会長　ワクチン接種が始まり、大阪府の数

字も良くなって来ています。リアルな例会が近い

のかも。

▼田中会長エレクト　本日、第２回被選理事会

宜しくお願いします。大槻会員、富田会員、先日

のクリーンハイク（RAC）参加、お疲れ様でした。

▼吉本副会長　ワクチン接種がいよいよ始まりま

す。皆さん、どうされますか？

▼松井幹事　３月から通常の例会が出来ますよ

うに。

▼新宮会員　ニコニコもさせて頂くものですネ。

よいことがありました！！

▼野村会員　緊急事態になって、どんどん肥え

てきました。

▼児林会員　大阪の新型コロナ感染者やっと減

りました。皆様もう少し頑張りましょう。

▼曽家会員　今日から少しずつワクチン接種が

始まりました。大阪のコロナ感染者は６９名となっ

ています。赤信号が早くなくなり、通常通りになる

ことを祈っています。

■ 出席報告

月日

1/27

2/3

2/17

会員数

65

65

65

出席

31

29

31

うち出席規定
適用免除者

6

6

8

メーク
アップ

0

出席率

63.27％

59.18％

60.78％

確定
出席率

63.27％
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