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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「国歌」「奉仕の理想」

●在籍表彰

　在籍29年　村本順三会員

　在籍24年　山本勝彦会員

　在籍18年　宇野泰正会員

　在籍17年　田中康正会員

　在籍12年　吉田法功会員

　在籍  8年　西村　衛会員

　在籍  3年　平尾貴英会員

●お誕生日御祝い

　松井良介会員・飯田寛光会員・富田　宏会員

●出席報告

●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　　 「恕」

　　松本　新太郎　パストガバナー

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　

4/21　中西啓詞会員・原田達也会員

　これまでずっとZoomでの例会が続いておりましたの

で、こうして例会場で皆様と久しぶりに顔を合わせるこ

とができてうれしく思います。

　本日はインターアクトクラブの皆様、ご参加いただき

ありがとうございます。また八尾RACの倉角さん、ご入

会いただけそうだということで、よろしくお願いします。

　さて、本年度も残すところあと３ヶ月となりました。60

周年も控えておりますが引き続き皆様のご支援とご協

力をよろしくお願いいたします。

　気候も暖かくなり始め、スポーツも始まる季節ですが、

気を緩めずに例会場での例会がずっと続けられるよう

努力してまいりたいと思います。皆様もご協力をよろし

くお願いいたします。

▼１日に八尾RACの例会がZoomで開催されました。

第2876回　例会　プログラム

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
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ロータリアンらしく　八尾ロータリークラブらしく　会長　飯田　寛光

幹　事　報　告

八尾ロータリークラブ テーマ

会　長　の　時　間



▼13日に地区チーム研修セミナーがZoomで開催され

ます。

▼同じく13日、PETSと地区研修・協議会（会長部門）

が行われます。

▼14日、「輝」で事業が開催されます。

▼14日、全国RAC研修会が行われます。

▼19日にIM第４組の会長懇談会が実施されます。

▼26日にRAC東ゾーンの連絡協議会が開かれます。

▼4月3日、地区研修・協議会がリモート開催されます。

▼同日にRACの次年度三役会が開催されます。

▼4月の例会は7、21日にこの会場で行う予定です。

▼4月7日の例会後、理事会を開催します。資料は今

月26日までに提出をお願いいたします。

▼本日例会後、60周年実行委員会を開催します。

▼三木　由貴男　会員

　RI会長のメッセージでは、ローターアクト週間にちな

んでＲＣとＲＡＣとの関係について述べておられます。

RI会長エレクトのインタビュー記事も掲載されています。

　このほか、ラビンドラン財団管理委員長は「コロナに

よるパンデミックは危機ではあるが、機会ともとらえられ

る」と語られています。

▼ローターアクト委員会・児林　秀一　委員長

　八尾ローターアクトクラブの倉角和弥会員が卒業さ

れる予定で、7月から八尾ＲＣに入会を希望されていま

す。本日は例会の見学に来られました。

　また14日には「輝」で卒業パーティが開かれ、八尾

RACもご招待いただきました。

　そして先日は、全国ローターアクトデーが開催されま

した。今後もRACにご協力を、お願いいたします。

▼八尾ローターアクトクラブ・倉角　和弥　会員

　八尾RACで会計をしております。次年度、八尾ＲＣ

に入会を希望しております。よろしくお願いいたします。

▼60周年記念実行委員会・稲田　賢二　会員

　3日に西山本小学校で支援学級に対する寄贈を

行ってきました。八尾市内には支援学級が142クラスあ

り、748名が学ばれています。その全学級に、図書と教

材を贈呈しました。

　当日は市長や教育長にも出席いただき、贈呈式を

行いました。当クラブからも会長他で参加しました。支

援学級の子どもたちが、笑顔で受け取ってくれました。

　本来なら28校すべてを回る計画でしたが、コロナ禍

のため代表の１校で受け取ってもらいました。今回の

贈呈にあたり、市からは感謝状をいただきました。

▼新宮　一誓・次年度幹事

　30日に被選理事会と次年度のクラブ協議会を開催

します。対象の方はご出席をお願いいたします。

「インターアクトクラブ ２年間の活動報告」

金光八尾高校インターアクトクラブ

▼顧問・前田　裕子　先生

　平素は当校のインターアクトクラブにご支援をいただき、

ありがとうございます。昨年もこの時期に活動報告をさせ

ていただくはずでしたが、新型コロナウイルス感染症が拡

大したため海外研修が中止になったほか、学校も約３ヶ

月休校になりました。ようやく６月から授業も再開しました

が、IACも活動を自粛せざるを得ませんでした。

　昨年10月に八尾RC様が職業奉仕の出前授業をしてく

ださり、インターアクターたちも大喜びでした。ありがとうご

ざいました。

　本日はこの２年間の活動報告と、生徒の感想などを発

表させていただきたいと思います。

そ の 他 の 報 告 卓　　　話

ロータリーの友　紹介



▼立花　心寧　様・三盛　優心　様（2年生）

　金光八尾高校のインターアクトクラブは現在46名の部

員で活動していますが、新型コロナウイルスの影響で今

年度はほとんど活動できていないのが実情です。本日は

昨年度からの２年分の活動報告をしたいと思います。

　令和元年度はまず、5月にクリーンハイクを実施しました。

八尾RCの方々にもご参加いただき、アクトランド八尾まで

ゴミを拾いながらハイキングを行いました。たばこの吸い

殻や空き缶などが数多くありました。バーベキューでは学

年の垣根を超え、RCの方々とも交流ができました。

　6月には地区の新入生歓迎会が開かれ、飯ごう炊さん

でカレーライスづくりを行いました。みんなで楽しい時間

を過ごし、カレーもおいしかったです。

　8月には海外研修で、タイを訪問しました。本校からも9

名が参加しました。現地のインターアクターとも交流し、植

樹やウェルカムパーティ、現地の見学などを行いました。

異文化を理解する貴重な体験となりました。ありがとうござ

います。今後の人生に役立てたいと思っております。

　同月には英語の体験事業に参加しました。インバウンド

の旅行者を、英語で案内する研修です。ふだん英語を使

う機会がないので、貴重な体験になりました。

　9月には本校の文化祭が開催され、私たちのクラブでも

バザーを実施しました。「ポリオ根絶に挑戦」というテーマ

でチャリティのバザーを行いました。たくさんの方々に来

ていただき、ロータリーの方々にもお越しいただきました。

バザーの売上金と募金の8万円あまりを全額、ポリオ根絶

のために寄付させていただきました。

　10月には玉串川で清掃活動を行いました。川沿いで草

むしりなどを実施しました。ふだんはあまり意識せず通り

過ぎている通学路ですが、良い経験になったと思います。

　11月は地区の年次大会が開かれました。内容は多様性

について学ぶ講演と、障がい者への接し方を考える体験

ワークショップでした。

　12月には地区大会が開催され、シンポジウムに28名が

参加させていただきました。野球の鳥谷敬さんとラグビー

の大畑大介さんのお話が、とても勉強になりました。

　12月にはこのほか、高齢者施設でのイベントにも参加し

ました。もちつきやすごろくなどで高齢者の方々やロータ

リー、ローターアクトの皆さんとも交流できました。

　さらに12月24日には、生徒会主催の献血にも参加、協

力しました。初めての献血に緊張もしましたが、赤十字の

方から感謝の言葉をいただきました。

以上が昨年度の活動報告です。そして今年度は、新型コ

ロナウイルスの影響で毎年恒例の行事がすべて中止に

なりました。そんな中でも1年生が7人、入部してくれました。

　何も活動ができないと思っていたところ、八尾RCの方々

に企画していただいたのが、10月の出前授業でした。金

融というテーマはあまり馴染みがなかったのですが、講演

を聞いて学び、ゲームも体験出来て興味がわきました。あ

りがとうございました。

　11月の年次大会は、オンラインでの参加となりました。

初めてのリモートでしたが、新鮮な体験でした。

今年度はコロナ対策のため、クラブ活動だけでなく修学

旅行なども中止となってしまいました。インターアクトクラ

ブも思うような活動はできませんでしたが、来年度は皆で

意見を出し合い、何か行っていきたいと思います。

▼井上　史章　様（3年生）

　陸上部と掛け持ちでインターアクトクラブにも所属しまし

たが、とても充実した３年間を過ごすことができました。

　インターアクトクラブには「コミュニケーション力が上がる

のでは」と思い、入部しました。初めはとても緊張しました

が、「参加すれば成長できる」と思い、積極的に活動する

ようにしました。

　特にタイでの海外研修は、貴重な経験となりました。こ

れがきっかけで環境改善について考えるようになり、環境

工学に興味を持ちました。

　SDGsについても、IACで学びました。地区大会で国谷

裕子さんの講演を聞いたのがきっかけです。またシンポ

ジウムで鳥谷選手や大畑さんといったトップアスリートの

お話を聞けたのも、勉強になりました。

　3年時はコロナの影響でほとんど活動ができませんでし

たが1、2年のときにいろいろと経験ができました。卒業後

もインターアクトクラブの経験をいかして、成長していきた

いと思っております。

▼顧問・森　祥太郎　先生

　インターアクトクラブでも今月で卒業する3年生が15人い

ますが皆、感謝しております。ありがとうございました。そし

て、今後もよろしくお願いいたします。



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
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 委員長 ▼ 富田　　宏　　副委員長 ▼ 菅野　茂人

　ここで本校の今春の進路実績をご紹介します。これまで

の段階で国公立大学には34名が合格しています。京都・

大阪・神戸などをはじめ、各大学に合格しております。ま

た関関同立については142名が合格しました。

　これからも頑張っていきたいと思っております。

▼松本パストガバナー　元気にしております。

▼飯田会長　皆様と顔を合せる例会が再開出来る事を嬉

しく思います。これから多数の出席お願いします。そして

これからも続けられますように・・・。

▼田中会長エレクト　前田先生、森先生、インターアク

ターの皆様ようこそ例会へ！！本日の卓話宜しくお願い

します。楽しみにしてます。井川会員、児林会員、先日お

世話になりました。福田会員、こども食堂支援ありがとうご

ざいました。

▼吉本副会長　久しぶりのリアル例会、皆様ご出席ありが

とうございます。

▼松井幹事　みなさま久しぶりです。在籍内祝い。

▼中西（啓）会員　在籍内祝い。

▼池尻・大槻会員　誕生内祝い。

▼村本・稲田会員　皆さんお久しぶりです。

▼山本（昌）会員　ごぶさたしております！皆々様～お元

気ですか？誕生内祝い。

▼中川（廣）会員　在籍内祝い。例会欠席お詫び。

▼山本（勝）会員　お久し振りです。ご夫人誕生日。

▼井川・菅野・北野会員　ご夫人誕生日。

▼濵岡会員　皆様ご無沙汰ばかりで大変申し訳ありませ

ん。改めてこれからも宜しくご指導の程お願い致します。

例会欠席お詫び。。

▼柏木会員　皆様、ご無沙汰しております。在籍内祝い。

誕生内祝い。

▼山陰会員　久々のメンバー集まっての例会楽しみです。

▼新宮会員　お久しぶりです！！

▼澁谷会員　誕生内祝い。良い事が有りました。

▼長竹会員　ご無沙汰です。

▼吉田会員　金光八尾高校インターアクトクラブのみな

様、卓話よろしくお願いします。

▼野村会員　皆様、お久しぶりです。お会いできてうれし

いです。

▼児林会員　久々にリアル例会です。本日よろしくお願

いします。八尾ローターアクトクラブ会計倉角和弥様、こ

れからのロータリー活動期待しています。

▼西村会員　皆様、お久しぶりです！

▼小谷会員　久しぶりに八尾に来ました。やっぱりロータ

リーはいいですね。

▼福田会員　みなさまお久しぶりでございます。

▼相馬会員　久しぶりにみなさまに直接お目にかかれて

うれしいです。

▼山本（隆）会員　在籍内祝い。誕生内祝い。

▼藤田会員 皆様ご無沙汰しております。例会欠席お詫び。

▼友田会員　ひさしぶりです。春のライラセミナー参加お

願いします。コロナ退治祈る。

▼曽家会員　金光八尾高等学校の生徒達、森先生、前

田先生ようこそいらっしゃいませ。今日の卓話よろしくお

願い致します。在籍内祝い。ご夫人誕生日。

▼平尾会員　おひさしぶりです。仕事もふえてきて、雇用

助成金のお世話になることもなくなりました。

▼川村会員　八尾南方面の同士より。

▼倉内会員　久しぶりの参加です。よろしくお願いします。

▼福村会員　久々の皆様集まりの開催うれしく思います。

誕生内祝い。

▼谷口会員　お久しぶりです。桜もちらほら咲き始めまし

た。穏やかな春となります様に。

■ 出席報告

月日

2/17

3/3

3/17

会員数

65

64

64

出席

31

31

44

うち出席規定
適用免除者

8

6

12

メーク
アップ

0

出席率

60.78％

64.58％

81.48％

確定
出席率

60.78％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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