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●開会　「点鐘」

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」独唱　　

●物故会員に対する黙祷　　　　　　　　　　　　　　

●開会挨拶               　　　　　　　　　　　　　　　

創立60周年記念委員会・中西啓詞・実行委員長

●会長挨拶

●ご祝辞披露　(ビデオレター) 　　　　　　　　　　

●八尾RC創立60年のあゆみ

●記念事業報告　　　　　　 　　　                 　　

　　　　稲田　賢二・記念事業担当委員長

●表彰状贈呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　特別表彰　（在籍50年以上）

　　　　永年在籍者（在籍30年以上）

●受賞者代表挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　特別表彰　　佐野　 清会員

　　　　永年在籍　　松本新太郎会員

●閉会挨拶　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　

創立60周年記念委員会・池尻誠・副実行委員長

●閉会　「点鐘」　              　　　　　　　　　　　　

■卓話予告

6/16 「活動報告」中西啓詞60周年実行委員長、

　　　　　　吉本副会長、松井幹事、野村副幹事

　　　　「１年を振り返って」　飯田寛光会長

　緊急事態宣言が6月20日まで延長されました。本日

の例会に続き次週9日はZoomでの60周年記念例会、

そして16日の最終例会（Zoom）で本年度は終了という

ことになりそうです。

　また皆様に呼びかけております八尾市立病院への

寄付金ですが、６月1日現在で約443万円となりました。

　私はかつて、手術後の療養期間中に「三国志」や

「孫子の兵法」「孔子の論語」、そして「シェルドンの

森」を読みました。残りの人生、「いつまで生きるか」で

はなく、「どう生きるか」を考えるようになりました。

　会社を経営していくには、シェルドンの「サービス理

念」と「孫子の兵法」がとても役に立ち、今も活用して

います。

　渋沢栄一の「論語と算盤」という本がありますが、論
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語とは道徳であり、算盤とは経済だと思います。「道徳

なき経済は浮雲のごとし、空に浮かぶ雲のごとくはか

ないものである」。シェルドンも前回までにお話しした

サービスの三角形で、同じことを言っています。

　そのバランス感覚が大切で、バランスを保つこと、こ

れが事業を繁栄させて継続する方法です。渋沢も言

葉と行動が中庸である（バランスがとれている）ことが

大切と書いています。私もこのバランス（中庸）を大切

にしています。

　「君子に九思あり」という言葉があります。

１．視るには明を思い、

２．聴くには聡を思い、

３．色には温もりを思い、

４．貌には恭を思い、

５．言には忠を思い、

６．事には敬を思い、

７．疑わしきには問を思い、

８．怒りには難を思い、

９．得るのを見ては義を思う。

　私の会社の方針は「品質と好機と金額を守る」です。

これにより長く続く顧客を獲得すると同時に、逃がさな

いようにしています。嫌がられることをしなければ、断ら

れる理由がなくなります。負けない勝負が始まるので

す。これがわが社の戦略で、経営方針です。

　残りの人生、迷ったときや壁に直面したときは、論語

に助けてもらいながら生きていこうと思っています。「60

にして耳順う、70にして心の赴くままに、矩を越えず」。

　家族や社員、取引に関する人たちとともに、若者や

子供たちに道徳や社会正義を語りながら、余生を楽し

く過ごしたいと思っています。

　

▼先月26日に次年度の被選理事会とクラブ協議会が

開催されました。

▼28日に市民憲章推進協議会が開かれ、飯田会長

に出席いただきました。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼6月9日PM2:00～60周年記念例会をZoomで開催し

ます。

▼6月16日に次年度の被選理事会と新旧合同のクラ

ブ協議会を開催します。

▼19日にリーダーシップフォーラムが開催され、田中・

児林会員に参加いただきます。

▼25日に新旧合同の金輪会が開催されます。

▼越中八尾ＲＣから、60周年のお祝い金をいただきま

した。

▼今年度のニコニコがまだある方は、事務局までご持

参ください。

▼八尾市立病院に対する任意のご寄付を、たくさんの

方からお寄せいただいております。6月4日まで受け付

けております。

▼長竹会員から感染防止用の仕切り板を事務局に寄

贈いただきました。

▼60周年実行委員会・長竹　浩　幹事

　9日の60周年記念例会は、緊急事態宣言が延長さ

れましたので、リモートで開催します。時間はPM2:00

～です。

「活動報告」

▼長竹　浩・副SAA

　北野ＳＡＡのかわりに報告いたします。今年度は新

型コロナの影響で当初の計画通りにはできませんでし

たが、出欠の確認など皆様にもご協力をいただき、あ

りがとうございました。対面での例会も開催回数が少な

かったにもかかわらず、ニコニコ箱も目標を達成でき

そうです。

▼出席委員会（松井　良介　幹事）

　山本（隆）委員長から報告をご提出いただいておりま

すので、代理で報告いたします。今年度はZoomでの

例会も多く、例会中の出席報告などはあまりできませ

んでしたが、かわりに会報にて出席状況を報告させて

いただきました。

▼親睦活動委員会（吉本　憲司　副会長）

　本年度は新型コロナの影響で親睦活動も十分にで

きず、残念な結果になりました。コロナが収束し状況が

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



改善すれば、また皆様と親睦が深められるような活動

を次年度以降に行っていただければと思います。

▼越中八尾ＲＣ担当委員会・澁谷登志和委員長

　今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の

ため、県境を越えての移動も思うようにできませんでし

た。次年度もこの委員会の委員長を仰せつかってい

ますので、次年度こそは越中八尾ＲＣと交流をさらに

深められるような活動をしたいと思います。

▼プログラム委員会・川村　健司　委員長

　当初予定していた外部の卓話者もコロナの影響で

お招きすることができず、残念でした。このほかクラブ

内のベテラン会員の皆様に、卓話をしていただきまし

た。私も含め、入会してまだ年数が浅い会員には特に、

勉強になったと思います。一年間、ありがとうございま

した。

▼クラブ研修委員会・井川　孝三　委員長

　当初の計画通りにはなかなか活動できませんでした

が、会員の３大義務に関する卓話を行うなどいたしま

した。

▼クラブ広報委員会・富田　宏　委員長

　会報の発行やホームページの更新などを行いました。

ロータリーの友紹介では、ご紹介いただいた皆様、あ

りがとうございました。また例会や事業の写真撮影など

も行いました。

▼ロータリー財団委員会・福田　隆教　副委員

長

　大橋委員長が本日欠席のため、代理で報告いたし

ます。11月のロータリー財団月間には財団に関する卓

話を行い、皆様に財団への理解を深めていただきまし

た。また寄付にも皆様のご協力をいただき、ありがとう

ございました。

▼インターアクト委員会・大槻　恭介　委員長

　今年度は海外研修をはじめ夏期奉仕事業や文化祭

なども中止となり、残念でした。地区の年次大会は、リ

モートで開催されました。金光八尾の卒業式や入学

式も参加者が限定されたため、出席することができま

せんでした。

▼ローターアクト委員会・児林　秀一　委員長

　リモートでの開催を含め、八尾ＲＡＣでは毎月２回の

例会を開催することができました。ご参加いただきまし

た皆様、ありがとうございました。

　このほか7月にはクリーンハイク、12月には「輝」で門

松づくりなどを行いました。また地区の年次大会など

にも参加しました。

　当初は26名でスタートした八尾ＲＡＣでしたが、現在

は31名にまで増強することができました。初年度として

は、素晴らしい成果を上げることができたと思います。

▼米山奨学委員会・藤田　隆司　委員長

　当初の計画では米山学友による卓話なども考えてい

ましたが、新型コロナの影響で実現には至らず、残念

でした。

　米山月間には米山奨学制度に関する卓話をさせて

いただき、皆様にも寄付へのご協力をいただきました。

ありがとうございました。

▼クラブ戦略計画委員会・井川　孝三　委員長

　この委員会は本来、委員会メンバーが集まって長期

的な計画を検討することが主な活動内容です。しかし

今年度はコロナの影響で、思うように委員会を開催す

ることができませんでした。次年度以降に、引き続きク

ラブの長期的な方向性を検討していきたいと思います。

▼職業奉仕委員会・相馬　康人　委員長

　本年度は金光八尾高校インターアクトクラブに対し

て、出前授業を行いました。小谷会員にもご協力いた

だき、金融に関するシミュレーションゲームや卓話を行

いました。おかげさまで生徒たちにも好評をいただき

ました。ありがとうございました。

　その他、フォーラムも計画しておりましたが、対面で

の例会がほとんど開催できず、断念しました。また卓

話も予定しておりましたが、プログラムのスケジュール

の都合で、残念ながら実施できませんでした。



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

▼社会奉仕委員会・平尾　貴英　委員長

　12月から１月にかけて、本町２丁目公園でイルミネー

ションによるライトアップの事業を開催しました。点灯

式には緊急事態宣言中ということもあり、多くの方々を

お呼びすることができませんでした。

　輝の子どもたちには後日、クリスマスのプレゼントとし

てお菓子を届けさせていただきました。

▼国際奉仕委員会・曽家　清弘　委員長

　新型コロナの影響で海外への渡航がままならない状

況の中、毎年訪問している台北東ＲＣの周年式典にも

残念ながら今年度は参加することができませんでした。

ただ式典用にビデオメッセージを撮影し、先方に送ら

せていただきました。

　また台北で予定されていた今年度の国際大会も

バーチャル開催となり、リアルで参加することは叶いま

せんでした。

▼青少年奉仕委員会・吉田　法功　委員長

　今年度はこども食堂と輝に、支援金を贈呈しました。

また地区の事業にも参加しました。春のRYLAセミナー

には、八尾ＲＡＣから会員が参加しました。その他、イ

ンターアクトと米山、ローターアクトの各委員会とも連

携を図りました。

▼佐々木　洋　会員

　新型コロナワクチンの集団接種がこのところ、八尾市

内でも進んでいます。八尾市立病院でも、今月から集

団接種を行う予定です。私も含めた管理者らが、率先

して問診などの対応にあたる計画にしております。

　八尾市内や大阪府内では新規の感染者は減少傾

向にあり、療養者も減ってはいますが、医療に関して

はまだまだ余裕のある状況とは言えません。

　東京オリンピックに向けて政府も必死に取り組んで

いますが、インド株のまん延や第５波の到来も十分予

想されます。皆さんにはワクチンを早く打っていただけ

るよう、八尾でも市をあげて頑張っているところです。

▼飯田会長　いよいよ６月、最終月です。最後まで頑

張ります。来週6/9、60周年記念例会をZooｍで行いま

す。宜しくお願いします。

▼吉本副会長　各委員長の活動報告、よろしくお願い

します。

▼松井幹事　いよいよ6月最終月です。コロナのバカ

ヤロウ！

▼野村会員　いよいよ今月を入れてあと2回になりまし

た。いろいろありましたが、最後までよろしくお願いしま

す。

▼北野会員　会員の皆様、ニコニコに1年間御協力あ

りがとうございました。皆様のおかげで、目標の200万

達成できました。

■ 出席報告

月日

5/12

5/26

6/2

会員数

64

64

64

出席

29

34

31

うち出席規定
適用免除者

8

10

3

メーク
アップ

0

出席率

58.00％

65.38％

68.89％

確定
出席率

58.00％

日時：２０２１年６月２日（水）

承認事項

1.前回議事録

2.会計報告

3.新入会員の件（竹中浩人様・浦上健司様・

倉角和弥様・田中康貴様・出口貴士様）

4.「交通事故をなくす運動」八尾市推進本部

委員依頼の件

5.子ども食堂支援事業報告

6.次年度金光八尾中学・高等学校インターア

クトクラブ活動費・協力金

7.八尾市立病院新型コロナウイルス対策支援

8.例会他会議のZooｍ使用料

9.退会の件（坂本憲治会員）

10.6/9例会開催、時間変更

理事会議事録

ニ　コ　ニ　コ　箱
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