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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「国歌」「歓迎の歌」

●新会員の紹介

　　竹中浩人会員・浦上健司会員・

　　倉角和弥会員・田中康貴会員・

　　出口貴士会員

●ゲストの紹介

　　米山奨学生　ウアール，ミナ　ミネア

　　アレクサンドラ様

●出席報告

●年次総会

●会長・副会長・幹事へバッジ贈呈

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍15年　新宮一誓会員

　在籍15年　奥谷英一会員

　在籍15年　山陰恭志会員

　在籍10年　児林秀一会員

会員年次表彰

　在籍26年　山本昌市会員　

　在籍18年　飯田寛光会員

　在籍18年　吉本憲司会員

　在籍11年　野村俊隆会員

　在籍  9年　西　秀樹会員

　在籍  3年　大橋裕之会員

　在籍  3年　川村健司会員

　在籍  3年　竹原信二会員

　在籍　2年　佐々木洋会員

　在籍　2年　倉内雅寛会員

　在籍　2年　鍋島圭太会員

●お誕生日御祝い

　菅野茂人会員（古希）

　北野和男会員（古希）

　西　秀樹会員・大橋裕之会員・井川孝三会員・

　原田達也会員

●委嘱状伝達

　諮問委員会　委員　戸田　孝会員

　諮問委員会　委員　松本新太郎会員

第2883回  例会  プログラム

国際ロータリー　テーマ

奉仕しよう
みんなの人生を
豊かにするために
  国際ロータリー 会長　シェカール・メータ

ロータリー活動を通じて
『みんなに希望と笑顔を！  そしてロータリアンの成長！』　会長　田中　康正

八尾ロータリークラブ テーマ



　職業奉仕委員会　　副委員長　小谷逸朗会員

　ロータリー財団委員会　資金管理小委員会

　　委員長　相馬康人会員

　RYLA委員会　　副委員長　友田　昭会員

　インターアクト委員会 副委員長 曽家清弘会員

　ローターアクト委員会 副委員長 児林秀一会員

　ローターアクト委員会　委員　大槻恭介会員

●米山奨学金贈呈

●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　　「会長所信表明」

　　　　　　　　　田中　康正　会長

　　　　　　　　　児林　秀一　副会長

　　　　　　　　　新宮　一誓　幹事

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

7/14　「活動計画」

　クラブ管理運営委員会　児林秀一委員長

　職業奉仕委員会　福田隆教委員長

　社会奉仕委員会　相馬康人委員長

　国際奉仕委員会　藤田隆司委員長

　青少年奉仕委員会　稲田賢二委員長

　先週は60周年の記念例会にご参加、ご協力をいた

だき、ありがとうございました。この後、卓話にてこの一

年間を振り返らせていただきます。

▼２日に今月の理事会をZoomで開催しました。議事

録を先週の会報に掲載しております。

▼７日に八尾ＲＡＣの例会がZoomで開催されました。

▼９日に６０周年の記念例会をZoomで開催しました。

▼本日例会前に、次年度の被選理事会がZoomで開

催されました。

▼本日例会後、ガバナー補佐をお迎えして新旧合同

のクラブ協議会をZoomで開催します。

▼17日にＩＭ第４組の会長エレクト懇談会がZoomで開

催されます。田中会長エレクトに出席いただきます。

▼19日に地区のリーダーシップフォーラムが開催さ

れ、田中・児林会員に出席いただきます。

▼新旧合同の金輪会が25日にZoomで開催されます。

今年度と次年度の会長・幹事で参加いたします。

▼本日の会報に、持ち回り理事会の議事録を掲載し

ております。残念ながら中西会員が退会されることに

なりました。

▼クラブ広報委員会・富田　宏　委員長

　今月号には、ロータリーの新しい重点項目である環

境についての記事が掲載されています。そのほか、先

月号に続き「コロナで得たこと、失ったこと」や、難波Ｒ

ＡＣ結成の記事などが紹介されています。

▼佐々木　洋　会員

　この度は八尾ＲＣの皆様から新型コロナウイルス対

策に多大なるご支援をいただき、ありがとうございます。

　クラブからは60周年の記念事業として、簡易式の人

工呼吸器を２台、寄贈していただきました。また会員

有志の皆様からは、多額の寄付をいただきました。

　いずれも八尾の新型コロナ対策に役立てさせていた

だきます。大変感謝しております。改めて御礼申し上

げます。

▼ローターアクト委員会・大槻恭介・次年度委員長

　７月５日に八尾ＲＡＣの次年度初例会を開催します。

多数のロータリアンのご参加をお待ちしております。

「活動報告」

▼中西　啓詞・６０周年実行委員長

　先週９日に、八尾ＲＣ60周年の記念例会を開催させていた

だきました。新型コロナウイルスの感染拡大防止で緊急事態

宣言が出ており、残念ながらリモートでの開催となりましたが、

これで一つの区切りが出来たのではないかと大変ありがたく

厚くお礼を申し上げます。

ロ ー タリ ー の 友 　 紹 介

そ の 他 の 報 告

卓 　 　 話
幹　事　報　告

会　長　の　時　間



　２年前に60周年の実行委員長を仰せつかり、何回も委員会

を重ねてまいりましたが、新型コロナの影響で世の中が一変

し、すべての計画を白紙に戻さざるを得なくなりました。

　その中で記念事業として、八尾市の28小学校の支援学級

から要望された図書と教材を贈呈することができ、当事者の

皆様から大変喜ばれ、感謝の言葉をいただきました。

　またもう１件、記念事業として、新型コロナの感染治療に役

立てていただこうと簡易人工呼吸器を八尾市に贈呈させて

いただきました。

　記念例会では大松市長や関係ロータリアンの皆様から心

のこもったお祝いのビデオメッセージをいただいたほか、永

年在籍者の皆様を表彰させていただきました。例会開催にご

尽力いただいた皆様には、改めて厚くお礼を申し上げます。

　これを機に、心新たに奉仕の理念を実践し、新たな伝統を

築いていきたいものです。今後とも皆様方の一層のご支援、

ご協力をお願い申し上げます。

　次に私事で恐縮ですが、６月末でクラブを退会させていた

だくことになりました。振り返りますと私にとってのロータリーラ

イフは人生の大きな糧になり、素晴らしい仲間と友情に育ま

れ、大変充実した33年間でした。皆様方に永年にわたり賜り

ましたあたたかいご支援、ご厚情、ご交誼に対してまして、心

から厚くお礼を申し上げます。

　八尾ＲＣの益々のご発展と、皆様方のご健勝、ご活躍を祈

念申し上げ、お礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとう

ございました。

▼吉本　憲司　副会長

　コロナ禍で思うようにクラブ運営ができませんでしたが、皆

様のご協力のおかげでクラブ内での感染拡大といった深刻

な事態は回避することができました。

　またZoomによる例会や理事会など、新たなクラブ運営にも

挑戦できたと思います。一年間、ありがとうございました。

▼松井　良介　幹事

　皆様のご協力をいただき一年間、幹事の大役を務めること

が出来ました。ありがとうございました。また新型コロナ対策へ

も多大なるご寄付をいただき、ありがとうございます。

▼野村　俊隆　副幹事

　１年間、皆様のご協力をいただき、ありがとうございました。

例会もリアルとZoomの併用で、皆様にご迷惑をおかけするこ

ともあったかと思いますが、私自身も大変勉強になりました。

「１年を振り返って」

▼飯田　寛光　会長

　昨年３月から拡大が始まった新型コロナウイルスの感染。未

知のウイルスを誰もが恐れ、自粛ムードが広がりました。幾度

となく波がありましたが特に今回の第４波は大阪府で猛威を

振るい、緊急事態宣言が6月20日まで再延長となった時点で、

本日を今年度の最終例会とすることを理事会で決定しました。

　何もできない一年間、会員の皆様には本当に迷惑をおか

けするばかりで、申し訳ない気持ちでいっぱいです。

　そんな中、今年度のスローガンは「ロータリアンらしく、八尾

ロータリークラブらしく」とさせていただきました。また「当クラ

ブから絶対に感染者を出さない」、そして「創立60周年の成

功」をテーマに掲げました。

　予算編成では、事業がほとんど実施できそうにない見通し

でしたので急遽、会費を減額する予算書を作成し、年会費を

例年より安くしました。各委員会の事業予算も、状況をご理

解いただき大幅に削減しました。理事会では議案を一度協

議してから、承認するようにしました。

　年度当初から例会は毎月２回、大きな感染理由とされる食

事はなしで、スタートしました。「他のクラブは毎週やってい

る」「食事も出せば？」といろいろなご批判もありましたが、例

会場での感染予防のガイドラインを作成し、「絶対に八尾ＲＣ

からコロナ感染者は出さない」という考えを貫き、なんとかこの

誓いは年度終了まで守れそうです。

　集計しますと食事なしの例会は7～10月に８回、食事ありは

５回（11/4、18、12/2、3/17、4/7）、Zoomでの開催は12回（60

周年を含む）と、合計25回の例会開催でした。

　10月の第３波から、地区内の各クラブでも陽性者が出始め、

12月には休会するクラブが多くなり、１月にはほとんどが休会

かZoom例会となりました。通常の例会が出来ない、食事が出

せない、会話を謹んでもらわねばならない。改めてＲＣの楽し

みは毎週例会場で、食事をとりながら、和気あいあいと親睦

をすることであると、つくづく感じました。

　SAAにはマスクやアルコール消毒液、スクール形式の座席

など、コロナ対策に留意した会場設営をしていただきました。

またニコニコ箱は、目標金額を達成していただきました。

　会員増強は残念ながら１増７減で、６名の減少となりました。



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 ▼ 長竹　　浩　　副委員長 ▼ 谷口　善紀
委　  員 ▼ 高井・吉本・北野・竹原・松岡

出席率はコロナの影響により、算出しませんでした。親睦活

動も、例年のような事業は実施できませんでした。越中八尾

ＲＣとも、交流は断念しました。

　プログラム委員会には、いつ例会が中止あるいはZoomに

なるかの見通しも立てにくく、卓話者の選定などで苦労をお

かけしました。会員の卓話を中心に、ベテラン会員のお話や

リレー卓話などを実施しました。クラブ広報委員会ではホー

ムページを充実していただき、かなり見やすくなりました。

　職業奉仕委員会では、インターアクターに出前授業を行っ

ていただきました。社会奉仕委員会には、本町二丁目公園

でイルミネーションを点灯してもらいました。また60周年と合

同で、緊急性の高い新型コロナ対策として、人工呼吸器２台

を支援することができました。

　国際奉仕委員会では海外と往来ができない中、台北東ＲＣ

の57周年式典にビデオメッセージを送っていただきました。

　青少年奉仕委員会には、こども食堂と不登校児童支援の

「輝」に支援を行っていただきました。インターアクト委員会で

は金光八尾が海外研修の当番校でしたが、中止となり残念

でした。ローターアクト委員会には、昨年設立した八尾ＲＡＣ

の活動と毎回の例会を見守っていただきました。

　ロータリー財団委員会と米山奨学会委員会では10、11月の

米山、財団月間にそれぞれ卓話を行い、寄付への協力を呼

びかけてもらいました。

　60周年の実行委員会では、コロナの状況を見ながら変更

に変更を重ね、ギリギリまで議論を繰り返していただきました。

記念例会は映像配信やビデオ上映などで皆様のご尽力をい

ただき、短時間でしたが素晴らしいものになったと思います。

改めて皆様に感謝いたします。

　そして吉本副会長、松井幹事、野村副幹事。正副会長会

議や理事会、例会の準備、特にコロナ対策をふまえながらの

会議にお付き合いいただき、ありがとうございました。

　一年を振り返って、会員の皆様には感謝の念しかありませ

ん。不慣れなZoom例会に参加いただいた会員の皆様、コロ

ナに振り回された理事会メンバーの皆様、最後までやりきっ

てくださった60周年実行委員会の皆様、下手で長い「会長の

時間」にお付き合いいただいた皆様にも感謝申し上げます。

　「会長の時間」は、前半はめまぐるしく変化するコロナ感染

の状況ばかりでしたが、後半はZoom例会が多くなり、Ａ・Ｆ

シェルドンや孔子の「論語」の話をさせていただきました。現

在のロータリーは奉仕活動が中心ですが、創立当初は自分

の生業を見つめる「サービス理念」があったことを知っていて

ほしい、と思ったからです。もう少し興味を持ってロータリーの

本も読み、ロータリーのことを知って自分の頭でも考えてみて

ほしい。そしてロータリーの話でも盛り上がってほしい。それ

が「ロータリアンらしく」ではないか、と思います。

　最後に、創立60周年の年度に歴史と伝統のある八尾ＲＣの

会長を拝命したことは、身に余る光栄でした。コロナ禍の中、

ご期待に沿える１年ではなかったとは思いますが、ご指導、

ご協力いただいた会員の皆様に心より御礼申し上げます。

　本当にありがとうございました。

▼飯田会長　本日最終例会となりました。1年間、あり

がとうございました。

▼吉本副会長　皆様一年間、お世話になりました。あ

りがとうございました。

▼松井幹事　今年度本当に皆様ご協力ありがとうござ

いました！感謝しかありません！

▼中西会員　飯田会長はじめスタッフの皆さん一年間

ありがとうございました。私は今月末で退会させていた

だきますが、33年間本当にありがとうございました。

▼宮川会員　加藤さん宜しくお願いします。

▼野村会員　皆様、一年間ありがとうございました。

▼児林会員　飯田会長１年おつかれ様でした。次年

度御協力よろしくお願いします。

▼西村会員　1年間おつかれ様でした。

▼藤田会員　皆様一年間お疲れ様でした。

▼北野会員　SAA委員の皆様、会員の皆様1年間委

員会活動に御協力ありがとうございました。

▼川村会員　52才になりました。ありがとうございまし

た。飯田会長、1年間ご苦労様でした。誕生内祝い。

■ 出席報告

月日

6/2

6/9

6/16

会員数

64

64

64

出席

31

38

33

うち出席規定
適用免除者

3

10

5

メーク
アップ

0

出席率

68.89％

73.77％

70.21％

確定
出席率

68.89％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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