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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「我らの生業」

●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

●ロータリーの友紹介

　クラブ広報委員会　長竹　浩委員長

●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　　「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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

7/21　「活動計画」

　ＳＡＡ委員会　西村　衛委員長

　会員増強委員会　山陰恭志委員長

　親睦活動委員会　飯田寛光委員長

　クラブ研修委員会　井川孝三委員長

　ロータリー財団委員会　川村健司委員長

　インターアクト委員会　宮川　清委員長

　ローターアクト委員会　大槻恭介委員長

　後ほど卓話で、お話しさせていただきます。

▼5日に八尾RACの初例会が開催されました。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼14日に金光八尾高校を表敬訪問します。会長ほか

が参加します。

▼8月8日に次回の理事会を開催します。

▼8月28日、地区公共イメージ向上セミナーがオンラ

第2884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

幹　事　報　告

八尾ロータリークラブ テーマ

会　長　の　時　間



インで開催されます。

▼8月28日、地区青少年奉仕合同委員長会議がオン

ラインで開催されます。

▼6月30日で、大阪みおつくしRCが解散となりました。

▼7～9月はクールビズ期間としますが、バッジとジャ

ケットは着用ください。

▼八尾RAC・田中聡一郎会長、北山弾也会計、

栗山恭章幹事補佐

　初例会の開催、おめでとうございます。先日開催しました八

尾RACの今年度初例会には、たくさんのロータリアンの皆様

にご参加いただき、ありがとうございました。また八尾RACへ

の会員の紹介も、よろしくお願いいたします。今年度から年

齢制限が35歳まで可能となっております。

▼菅野　茂人　会員

　これから仕事もロータリーもますます

頑張っていきたいと思っております。

これからもよろしくお願いいたします。

▼プログラム委員会・小谷　逸朗　委員長

　次週から活動計画を発表していただきます。各委員長は時

間厳守でお願いいたします。

▼親睦活動委員会・飯田　寛光　委員長

　次週7月14日に、初親睦会を開催します。例会後、バス２台

で新型コロナ対策を取って実施します。

　當麻寺を拝観して写仏を体験、大和高田でフランス料理を

楽しんでいただきます。8時に帰着予定です。なおZoomから

参加、直行の方は、事務局へご連絡をお願いします。

▼ローターアクト委員会・大槻　恭介　委員長

　7月5日の八尾RAC初例会には八尾RCからも多数のご出席、

ありがとうございました。八尾RACでは例会を、毎月第1、3月

曜日に開催しています。皆様もぜひ一度、見に来てください。

　なお予算が十分ないため、ご参加いただいた方には登録

料3,000円を、Zoom参加の方にも3,000円のご協力をいただ

いております。よろしくお願いいたします。

「会長所信表明」

▼田中　康正　会長

　この度、八尾RC61代目の

会長を拝命しました。どうぞ

よろしくお願いいたします。

　本日の初例会に向けていろ

いろと準備してまいりましたが、

ハイブリッドで開催させていただくことにしました。会場にもた

くさん出席していただき、うれしく思います。コロナ禍で難しい

運営ですが、リアルでも例会をやるべきと考え、開催させてい

ただきました。

　本日は私の自己紹介も兼ねて略歴の資料を配布させてい

ただいております。この中で協力雇用主会などでは、犯罪に

手を染めた子どもたちの立ち直り支援に取り組んでいます。

居場所と出番を提供できるように、努力しております。また更

生もできるよう、休日の過ごし方などもサポートしています。

　社会貢献活動を通して様々な方々との出会いもあり、勉強

させていただいています。八尾RCでの17年間の経験が、す

べてこれらの略歴につながっていると思っております。

　世の中は加害者と被害者、そして救済者で成り立っている

とも言われます。RCのおかげで私は、現在の道を歩ませて

いただいています。

　当クラブでは本日も若い方々に入会いただいて、平均年齢

も下がってきています。入った以上は継続し、前向きに取り

組んでいってほしいと思います。そうすることで、学ぶことが

たくさんあると思います。

　今年度のクラブテーマは「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！』」とさせてい

ただきました。希望と笑顔を与えていけるような団体となれる

よう、努力してまいります。

　コロナ禍の中、希望に閉ざされ笑顔をなくし、大人だけでは

なく子供たちが命を絶つ事案が増えていることにとても心苦

しく感じ、少しでも明るい社会に好転させたいと考えています。

ゲ スト の 紹 介

古 希 の お 祝 い

そ の 他 の 報 告

卓 　 　 話



八尾ＲＣとして、コロナ禍の先の見えない今に、少しでも光を

当てるため、存在感と意義を見出したいと思います。更に社

会から求められるクラブを目指します。

　RI会長のシェカール・メータ氏は「奉仕とは自分よりもほか

の人のことを考えること」と述べられておられます。この言葉

の意味は私が令和元年に藍綬褒章の受章祝賀会にて恩師

より頂いた言葉『忘己利他』と同じ意味です。私はこの「もうこ

りた」を掲げ、この一年を取り組んでいく所存です。

本年度重点活動目標

①楽しい例会、笑いのある来週も来たいと思える例会に。

ニコニコ募金、任意寄附ですが奉仕活動の資源となります。

目標金額を通知し、寄附者参加の楽しい発表。『クラブのエ

ンジン』

②会員増強純増はもちろんのこと、退会者「０」を目指します。

③職業倫理をみんなで勉強できる機会を作り、職業倫理の

徹底による信用向上。そして会員相互のビジネスチャンスに

繋がる魅力あるクラブ作り。

④八尾ＲＡＣ認証伝達式並びに祝賀会の実施。

　ローターアクターは、ロータリアンとの接点に期待されて入

会されています。皆様のご支援とご協力をお願いします。

⑤子供らへの支援（里親協会への支援、少年サッカー協会

への支援、子育支援、貧困対策、学習支援、更生支援。）

⑥八尾市におけるコロナ対策支援。

⑦卓話（人間成長としての学び、経営者としての学び。）

⑧米山奨学生の受け入れ（２年）。

⑨国際事業 － フィリピンの子供達への支援。

⑩財団一人200ドルの目標。『ＲＩのエンジン』になります。

　模範を示して導くために理事、役員には積極的にアプロー

チをお願い致します。

　八尾ＲＣの伝統であります団結力を今こそ発揮し、オール

八尾で取り組んでいく所存でございます。皆様からのご指導

ご鞭撻のほど、重ねてよろしくお願い申しあげます。一年間、

一生懸命取り組む所存です。よろしくお願いいたします。

▼新宮　一誓　幹事

　この度、60余年の歴史と伝統を誇る八尾ＲＣ幹事という大役

を拝命させて頂きましたことは、非常に光栄であると同時に、

責任の重さを痛感しております。思い起こせば一昨年、田中

会長より熱い想いを語ってこの任の指名をして頂き、一度お

受けした以上、ロータリアンとしての経験も知識も不足してい

る自分ですが、メンバーの皆様の熱い友情に甘えながら、

色々な事柄を吸収していきたいと考えます。

　田中会長は、皆様もご存知のように特に「青少年奉仕」活

動に注力されておりますので、担当メンバーの皆様と共に頑

張っていきたいと思います。

　昨年初頭から、新型コロナウイルス感染拡大により、社会・

経済・日々の生活、そしてクラブの在り方に至る迄全ての事

柄が変り、その中から新しいスタイルに変化しています。

　先日「第６回・被選理事会」を終え、特に通信分野に於いて

新しい試みを決定いたしました、先ずは「行動し」「もっと行動

し」そして成長する、私の役割は、その行動がロータリアンと

して「相応しいのかどうか？」皆様と一緒に考えていくことだと

思っています。

　漢字の「忘己利他」を目指し、平仮名の「もうこりた」になら

ず、最後に達成感を味わえるように努力していきたいと思い

ます。色々な局面で戸惑うこともあるとは思いますが、田中会

長方針の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！」に基づいて会員の皆様と

の調和を図り、一年間誠実に勉強させて頂きたいと思います

ので、ご指導・ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

▼田中会長　新年度、宜しくお願いします。一生懸命頑

張ります。

▼児林副会長　田中康正会長、本日はおめでとうござい

ます。七夕の日に初例会、何か思わせる思いがします。

一年間精一杯がんばりますので、よろしく御願いします。

在籍内祝い。ご夫人誕生日。

▼新宮幹事　田中年度宜しく御願いします！在籍内祝い。

▼佐野会員　田中新会長並びに執行部の皆様、お祝い

申し上げます。

▼松本会員　今年度もよろしくお願いします。

▼高井会員　田中新会長、これから一年間ご苦労さまで

す。よろしくお願い致します。ネクタイありがとうございます。

使わせていただきます。

▼居相会員　昨年、創立60周年、永年在籍者として、表

彰状とモニュメントを受賞しました。ありがとうございました。

そして、本年、田中康正新会長の門出をお祝い申し上げ

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

▼寺坂会員　ニコニコに御協力お願い致します。

▼池尻会員　田中年度の門出をお祝いします。

▼山本（勝）会員　田中会長以下執行部の皆様、よろしく

お願いします。

▼井川会員　田中会長、理事役員のみなさま、一年間よ

ろしくお願いします。

▼山本（昌）会員　田中新会長のスタート、お祝い申し上

げます。「大あばれ」して下さい！在籍内祝い。

▼中川会員　田中会長、1年間よろしくお願いします。

▼菅野会員　とうとう７０才になりました。今後とも、よろしく

お願いします。在籍内祝い。誕生内祝い。

▼稲田会員　田中新年度、よろしくお願いします。

▼飯田会員　田中康正会長、初例会おめでとうございま

す。昨年は1年間お世話になりました。

▼松井会員　初例会おめでとうございます。

▼山陰会員　初例会おめでとうございます。新入会員の

皆さんこれからよろしく。田中会長ごちそうさまでした。ご

夫人誕生日。

▼長竹会員　本年度も宜しくお願い致します。

▼吉田・宮川・西村・西会員　田中年度、おめでとうござ

います。１年間よろしくお願いします。

▼小谷会員　田中年度の門出をお祝い申し上げます。

▼大槻会員　ローターアクト例会、多数のご参加の程、よ

ろしくお願いします。

▼富田会員　出席委員会、１年間、宜しくお願い致します。

バッジ忘れお詫び。

▼福田会員　新年度、これからもよろしくお願い致します。

▼友田会員　今年もがんばります。ご夫人誕生日。

▼曽家会員　今日から、田中新年度となります。皆様、よ

ろしくお願い致します。

▼三木会員　家まで届けて頂いて恐縮です！ご夫人誕

生日。

▼福村会員　本日も良い事がありました。と思って仕事を

しています。良い事が有りました。

▼谷口会員　田中新会長、宜しくお願い致します。

▼原田会員　誕生内祝い。

▼出口会員　お花をわざわざご持参頂きまして、夫婦で

びっくり致しました。ありがとうございます。ロータリー入会

させて頂き、気が引き締まる思いです。ご夫人誕生日。

▼坂本元会員　田中新会長の船出とご活躍をお祝い申

し上げます。健康が回復したら、又よろしくお願い致しま

す。在籍内祝い。

新入会員の皆さん

ご入会おめでとうございます。

■ 出席報告

月日

6/9

6/16

7/7

会員数

64

64

62

出席

38

33

48

うち出席規定
適用免除者

10

5

13

メーク
アップ

0

出席率

73.77％

70.21％

82.76％

確定
出席率

73.77％

日時：２０２１年７月７日（水）

承認事項

1.被選理事会議事録

2.上半期会費請求書の件

3.地区運営資金・地区活動資金・地区大会資

金送金の件

4.新入会員の件（加藤　優様）

5.出席規定適用免除者確認の件

6.ロータリークラブ公式グッズプレゼントし、ニ

コニコ増額につなげる件

7.Zooｍモニターと収納用具の購入の件

8.親睦旅行の件

9.ローターアクトクラブ活動費・協力金の件

10.米山奨学生初親睦旅行参加の件

11.事務局員有給休暇の件

12.会計予算の件

13.新入会員カウンセラーの件

14.「静岡県熱海豪雨災害」支援金の件

15.八尾タイムズ購読料の件

16.SAA・親睦活動委員会シフト作成の件

理事会議事録
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