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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング

　　　「四つのテスト」

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　　大橋　裕之　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

 　　　「人生に影響を与えた話と

　　　　　ロータリー活動について」

　　　　　　　中西　啓詞　会員

　　　　「私を語る」　　原田　達也　会員

●閉会　「点鐘」

　本年度も残すところあと３ヶ月となりましたが、このとこ

ろの大阪のコロナ感染者数の数字を見て驚かれてい

る方も多いと思います。

　当クラブでは12月から3月にかけて、Zoomによるリ

モート例会を開催してきました。二度目の緊急事態宣

言で感染者数も落ち着いてきたので、例会場での例

会を再開し、食事の提供も始めました。「このままうまく

いけば、毎週例会を開けるようになるのでは」という淡

い期待を抱いたりもしたのですが、ここへきての急激な

感染再拡大です。重症病床の使用率も70％近くに達

しており、大阪市にはまん延防止等重点措置が適用

されました。

　大阪府は本日にも、大阪モデルの赤信号を点灯さ

せ、医療非常事態を宣言しそうです。もしも再び赤信

号になれば、当クラブもリモート例会に切り替えたいと

思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたし

ます。

　大阪府は今、東京都を抜いて毎日の新規感染者数

が日本で一番多くなっています。変異株が急拡大して
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いるようです。

　東京オリンピックもどうなるのか、心配なところです。

そしてまた、東京の次の北京五輪に関しては、アメリカ

が辞退も視野に検討しているようです。

　次回からの例会運営をどうするか、なかなか見通せ

ない状況ですが、皆様のご理解とご協力をよろしくお

願いいたします。

▼3月14日にＩＭ第４組の会長懇談会が開催されまし

た。

▼3月26日にローターアクト東ゾーンの連絡会が開催

されました。

▼3日に予定されていました次年度の地区研修・協議

会ですが、資料が後日ホームページにアップされる予

定です。

▼3日に次年度ローターアクトの三役会が行われまし

た。

▼5日に八尾RACの例会が開催されました。

▼8日に地区の米山オリエンテーションが開かれます。

▼10日に米山カウンセラーの研修会が開催されます。

▼5月1日に春のRYLAセミナーが開催されます。参加

希望者はお申込みください。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼青少年奉仕委員会・吉田　法功　委員長

　インターアクト委員会より、先月19日に金光八尾中

学高校で、WEB会議用の機材贈呈式が行われました。

会長・幹事ほかの皆様にもご参加いただきました。

　また青少年奉仕委員会より、春のRYLAセミナーが

オンラインで5月1日に開催されます。Zoomで参加ご

希望の方は、お申し出ください。

▼60周年実行委員会・長竹　浩　幹事

　6月9日午後5時からこの会場で、創立60周年の記念

例会を開催します。ただし今後の新型コロナの拡大状

況により、変更の可能性もあります。

　また記念誌を作成しますので、各同好会の皆さんは

写真をご用意いただくよう、よろしくお願いいたします。

▼新宮　一誓・次年度幹事

　先月30日に次年度の被選理事会とクラブ協議会を

開催しました。多数のご参加、ありがとうございました。

　また次年度のための地区研修・協議会が、今月中旬

に予定されています。地区ホームページで動画を配

信する予定だそうです。詳細は改めてご連絡します。

　もう１点、次年度の各委員長様は、今月28日までに

委員会の事業計画書をご提出ください。

「恕」

▼松本　新太郎　パストガバナー

　私も八尾ＲＣに入会させていただいて、長い年月が

経過いたしました。ロータリーでしっかり勉強して人格

者になりたいものだと思うのですが、なかなか思うよう

にはいきません。

　やはり学問と教養は、別物かもしれません。世の中

でも近頃は、知識はあっても教養がない人が多いと感

じます。

　人間は誰しも、一人で生きていくことはできません。

従っていろんな人にお世話になって、迷惑をかけなが

ら生きていかねばなりません。しかし私はこれまで、で

きるだけ人よりも少ない迷惑しかかけないよう心掛けて

生きてきたつもりです。

　この八尾ＲＣでも、ロータリアンの皆様が団結して助

け合い、活力を得てきたのだと思います。人を好き嫌

いだけで判断してはダメで、皆がそれぞれに、クラブ

の発展に力を尽くしていくことが大切なのではないで

しょうか。

　皆さんの経営される会社にはそれぞれ、社是や社訓

などがあると思います。また大学には建学の精神があ

ります。そしてロータリークラブには、ポール・ハリスら

が設立した当初の思いなどが込められているのだと思

います。

　設立当初の時代には他にも、シェルドンらが様々な

考え方や理念を、ロータリークラブにもたらしました。

シェルドンの研究について日本国内では、田中毅さん

というパストガバナーが非常に幅広く、奥深く研究され

ています。アメリカの古書店などから膨大な資料を収

集され、源流の会などで研究を重ねておられます。皆

そ の 他 の 報 告

卓　　　話
幹　事　報　告



さんもぜひ、ご参考になさってください。

　どういう分野でも、その道を究めようと努力されている

方々は、本当に大したものだと思います。私の好きな

映画や歌舞伎の世界でも、お客様を喜ばせるために

役者は芸を磨いていかれます。

　文楽も同じですが、この世界は歌舞伎などと比較し

ても担い手が少なく、給料も安いそうです。人形遣い

の方々も、公演が終わればタクシーではなく電車で帰

る人も多く、電車でよく乗り合わせたこともありました。

　映画の世界では近年、日本の時代劇やアメリカの西

部劇などは、ほとんど作られなくなってしまいました。

セットや衣装が大掛かりで大変、といったことも一因だ

と思いますが、西部劇ではケビン・コスナーの「ダンス・

ウィズ・ウルブズ」が最後ではないでしょうか。

　西部劇といえばクリント・イーストウッドが有名ですが、

彼は100歳になっても映画を撮られるそうです。本当

に映画が好きで作っている、という感じがします。昔に

一度、ツアーで見学に行ったことありますが、衣装が

ずらっと飾ってあったのが印象的でした。

　どのような道であれ、やはりプロフェッショナルと呼ば

れる人々は大したものだと思います。何でも一流にな

るということは、競争の激しいところで認められないと

いけないわけです。

　八尾ＲＣでもときどき、昔の会員名簿をめくったりして

いますと、いろんな方々との出会いや思い出など、

様々なことを思い出します。お世話になった方もたくさ

んおられます。桃林堂の板倉與兵衞さんや金光八尾

のインターアクトクラブを設立された中島会員、私が地

区ガバナーを務めた際に代表幹事として助けていた

だいた池尻会員にも、随分お世話になりました。

　あるいはご存じない方もあるかもしれませんが、かつ

て那須さんという方が在籍しておられました。この方は

戦時中に通信兵として広島におられました。ある朝、

上司から何かを取ってくるように言われ地下室に行っ

ている間に、原爆が投下されたそうです。地下室から

戻り地上に出たら、もはや何も残っていなかったそうで

す。

　そのように壮絶な人生経験をお持ちの方もおられま

したが、いずれにせよ皆さん、健康が一番重要であり

ます。私も含めこれからも、健康に留意してロータリー

ライフを楽しんでまいりたいと思っております。

▼松本パストガバナー　本日の卓話、宜しくお願いし

ます。

▼飯田会長　松本パストガバナー、本日の卓話よろし

くお願いします。又々、コロナえらいことです。誕生内

祝い。

▼田中会長エレクト　松本パストガバナー、本日卓話

楽しみにしてました。宜しくお願いします。先日の第1

回クラブ協議会にご多忙の中、ご参加頂きありがとうご

ざいました。福村会員、こども食堂への支援、ありがと

うございました。在籍内祝い。

▼吉本副会長　田中会長エレクトお世話になりました。

▼松井幹事　誕生内祝い。

▼中島・小林会員　在籍内祝い。ご夫人誕生日。

▼居相会員　皆様お久し振りです。今日は、松本新

太郎会員の卓話を楽しみに出て来ました。松本会員

よろしく。

▼寺坂・野村会員　ご夫人誕生日。

▼池尻会員　松本パストガバナー、卓話楽しみです。

▼菅野会員　松本様、卓話よろしくお願いします。

▼中川（廣）会員　バッジ忘れお詫び。

▼稲田会員　田中会長エレクトお世話になりありがとう

ございました。２週続けて良い事がありました。おかげ

でゴルフクラブ全て買い換えました。これで、小谷さん、

児林さんに勝てるかな？

▼濵岡会員　松本会員、本日の卓話楽しみにしてお

ります。

ニ　コ　ニ　コ　箱



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

▼柏木会員　皆さん、暖かくなってきました。松本パス

トガバナー卓話楽しみにしております。ご夫人誕生日。

▼新宮会員　3/30被選理事会・クラブ協議会に多数、

御参加頂きまして、有難う御座居ました！！

▼長竹会員　松本会員、卓話楽しみです。在籍内祝

い。

▼吉田会員　在籍内祝い。

▼宮川会員　松本会員、本日の卓話宜しくお願いしま

す。

▼児林会員　松本さん、卓話楽しみにしています。

▼西村会員　田中さん、先週は有難うございました。

松本さん卓話楽しみです。在籍内祝い。

▼富田会員　今月で５７才になれそうです。マスク付け

て3Fまで階段であがってくると息切れしてしまいます。

運動不足です。気を付けます。誕生内祝い。

▼福田会員　みなさんこんにちは！

▼相馬会員　気候の移ろいはげしき折、みなさまご自

愛くださいませ。

▼平尾会員　早いもので入会させていただき３年たち

ました。今後ともよろしくお願いします。在籍内祝い。

▼北野会員　良い事が有ります様に。

▼友田会員　コロナ退散祈ります。

▼大橋会員　季節の変わりめ、皆様御健康であります

ように！

▼倉内会員　いい事がありますように。

▼鍋島会員　直接皆様のお顔がみれてうれしいです。

▼谷口会員　新年度、新社会人、新入生などフレッ

シュな気持ちでこれから頑張ってほしいですね。しか

し、大阪は感染者が800人後半となる見込とのニュー

ス。早くワクチンが行き渡って欲しい！！在籍内祝い。

▼原田会員　例会欠席お詫び。

大阪府に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　が出されています。

４月８日～５月５日

●府内全域で、不要不急の外出・移動を自粛し

てください

●府外への不要不急の外出・移動を自粛してく

ださい

●高齢者や基礎疾患がある方は、感染対策の

徹底を

大阪市外を含め

●４人以下での、マスク会食の徹底

●営業時間短縮を要請した時間

　　　大阪市内は20時

　　　大阪市外は21時

　　以降、飲食店等にみだりに出入りをしない

●歓送迎会などは控えること

４月５日～５月５日

■ 出席報告

月日

3/3

3/17

4/7

会員数

64

64

64

出席

31

44

39

うち出席規定
適用免除者

6

12

11

メーク
アップ

0

出席率

64.58％

81.48％

73.58％

確定
出席率

64.58％

日時：２０２１年４月７日（水）

承認事項

1.前回議事録

2.会計報告

3.子ども食堂支援金の件

4.八尾RC・八尾RAC合同例会の件

5.2021-22年度のための地区研修・協議会登

録料の件

6.4～6月予定表

7.地区ローターアクト地区年次大会、参加登

録の件

8.SAAの件

9.インターアクトクラブ会食費の件

理事会議事録

医療非常事態宣言

「まん延防止等重点措置」に基づく要請
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