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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「四つのテスト」

●ゲストの紹介

　　児林健太様

　　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

●カウンセラー委嘱状

　浦上健司会員カウンセラー　山本昌市会員

　倉角和弥会員カウンセラー　山本勝彦会員

　田中康貴会員カウンセラー　井川孝三会員

　出口貴士会員カウンセラー　池尻　誠会員

●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　　「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　宮川　清副委員長

　　　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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

7/28　「活動計画」

　　出席委員会　富田　宏委員長

　　プログラム委員会　小谷逸朗委員長

　　越中八尾委員会　澁谷登志和委員長

　　クラブ広報委員会　長竹　浩委員長

　　米山奨学委員会　　山本隆一委員長

　　クラブ戦略計画委員会　井川孝三委員長

　コロナ禍の中、本日例会、そして親睦旅行にも多数

のご参加をいただき、ありがとうございます。このところ

大阪でも感染人数が増加傾向にありますが、くれぐれ

もコロナ対策を徹底しながら実施したいと思います。

第2885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

会　長　の　時　間



　月曜には八尾RACの今年度初理事会に出席しまし

た。次の日曜には地区の献血が行われ、八尾RACは

難波で呼びかけをします。時間が許す方はご参加、ご

指導をよろしくお願いいたします。

▼7/5八尾RACの例会がハイブリッド形式で開催さ

れ、ロータリアンも多数ご出席いただきました。

▼7/7理事会をハイブリッドで行いました。

▼7/12八尾RACの理事会がリノアスで開催されました。

▼本日午前、会長他で金光八尾を表敬訪問しました。

▼7/18地区RACの献血活動が、難波ほかで行われます。

▼7/19八尾RACの例会が、ハイブリッドで行われます。

▼8/4例会後、理事会を開催します。

▼8/28地区公共イメージ向上セミナーが開催されます。

▼8/28地区青少年奉仕合同委員長会議が開催されます。

▼熱海豪雨の災害支援金の募金箱を回します。ご協

力をお願いします。

▼7/16は事務局がお休みです。

▼地区ホームページのパスワードが必要な方は、事

務局へご確認ください。

▼竹中　浩人　会員

　この度、入会させていただくことに

なりました。体調も万全に整えてきま

したので、よろしくお願いいたします。

▼クラブ広報委員会・長竹　浩　委員長

　RI会長メッセージでは、インド出身のシェカール・

メータ会長が今年度のテーマ「奉仕しようみんなの人

生を豊かにするために」について、説明されています。

　また「ガバナーの横顔」では、当地区の吉川ガバ

ナーも紹介されています。

　そのほか「コロナ後の日本はどうあるべきか」という

テーマでの元国連事務次長、明石康氏の講演要旨が

掲載されています。

　なおロータリーの友は、WEBでも見ることができます。

IDやパスワードは、事務局にお問い合わせください。

▼米山奨学生 ウアール・ミナ・ミネア・アレクサンドラ様

　大阪国際大学の３年生で、観光

学科に在籍しています。緊急事態

宣言が解除され、ようやく対面での

授業が始まりました。大学では、観

光のあり方などを学んでいます。

　また、卒業研究にも着手しはじめています。今後もよ

ろしくお願いします。

▼プログラム委員会・小谷　逸朗　委員長

　次週の卓話では、会報に掲載している７名の委員長

に、活動計画の発表をお願いいたします。１人あたり４

分の時間厳守で、発表してください。

▼親睦活動委員会・松井　良介　副委員長

　久しぶりの親睦活動として本日例会後、初親睦会を

開催します。バス２台で２時に出発します。當麻寺を

拝観後、辻甚でお食事をご用意しております。ご参加、

よろしくお願いいたします。

「活動計画」

▼クラブ管理運営委員会・児林　秀一　委員長

　平成23年に入会以来、数々の委員長

を経験させていただきました。まだまだ

未熟ですが、今年度は副会長を拝命

いたしました。よろしくお願いいたします。

　新型コロナウイルス蔓延の中、先の

見えない状態ですが、皆の為になにか

出来ることはないか模索していかなければならない時期では

ないかと考え奉仕活動を実施します。会長テーマに沿って楽

新 会 員 の 紹 介

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

米 山 奨 学 生 より

そ の 他 の 報 告

卓 　 　 話

幹　事　報　告



しい例会、笑いのある、来週も来たいと思えるクラブにする為

クラブ奉仕を中心に親睦を計る為に各小委員会と共に本来

のロータリー活動を求め頑張って行きます。

　ＲＣの根幹は奉仕と親睦であり会員増強はクラブのエンジ

ンです。本年度は着実な純増を計り、会員70名を目指すとと

もにメンバーのつながりを大切にし、退会者０を達成し例会

の出席率向上をＳＡＡ委員会と出席委員会にて協力のもと

100％出席例会を実現します。その為にもプログラム委員会

にて自クラブの会員の方々に生業を卓話して頂き、また国内

外から経営者・著名人をお呼びして卓話に魅力をもたせ、意

味のある例会運営を行います。

　またロータリーの原点に戻り、歴史・委員会の目的について

再認識して頂くよう、クラブ研修委員会に委ねます。広報委

員会では活動内容を家族・社会に広報し、ロータリーの価値

観や功績について伝えていきます。

　親睦活動委員会では会員相互に「みんなに希望と笑顔を」

を感じてもらえる事業を行います。また越中八尾ＲＣは長年

に渡り友情を育んでおり、今以上に親睦を計って参ります。

　真の奉仕を感じて頂くため、誠心誠意頑張って参ります。

▼職業奉仕委員会・福田　隆教　委員長

　「職業奉仕」はロータリー活動の基本

で、会員が自らの職業の中で日々実践

する事が最も重要な活動と考えます。

会員同士で勉強し議論し、披露し合い

ながらより深い理解が出来る様な活動をしてまいります。

　職業倫理を勉強する機会を作り、職業奉仕の概念を会長

経験者や他クラブの方へ依頼して卓話して頂きます。また

テーマを決めてフォーラムを開き議論し合います（３回程度）。

　このほか、卓話して頂いた内容をもとに話合います。また会

員企業の仕事内容を話し合い、職業奉仕の理論を活かせる

活動をします。またその中で企業ニーズ等を話し合い機会が

あれば会員相互・会員扶助に繋がる取り組みを行います。

　地区の委員長会議でも、勉強してきたいと思っています。

▼社会奉仕委員会・相馬　康人　委員長

　会長テーマの下、知恵を絞ってできる方

法を模索し、可能な限り奉仕に邁進する

所存です。具体的には、会長の想いが強

い３つの事業の実現を図ります。いずれも

規模が大きなことから、会員の皆様のご協力が不可欠となり

ます。なにとぞ、お力添えのほどよろしくお願い申し上げます。

　まず、街角イルミネーション事業を実施します。例年、市民

より高い評価をいただいているイルミネーション事業を今年

度も開催し、八尾RCの存在をアピールします。

　次に里親・里子支援事業を実施します。里親・里子を支え

たいとの会長の想いに応え、里親を日頃のストレスから解放

し、里子には楽しい時間と体験を心に刻んでもらうべく、白浜

アドベンチャーワールドへの一泊旅行を実施します。二年前

に立案されるも新型コロナ流行で中止となった案件ですが、

子どもたちの安全を第一に改めて計画を練り直し、遺漏の無

いよう進めてまいります。

▼国際奉仕委員会・藤田　隆司　委員長

　今年度の会長方針、RIテーマに基づき

国際理解、親善、平和を推進するため、

他国のRC、海外友好クラブとの交流や

親睦を深め、人道的奉仕活動を実施して

参ります。コロナ禍における国際奉仕に

ついても、出来る事を考えねばならないと思っております。

　国外の奉仕活動としてフィリピン共和国セブ・カオハガン島

にて歯の治療（抜歯・充填・クリーニング等）を行い、グローバ

ル補助金を活用し奉仕を実施します。ドクター・看護師のボ

ランティアに参加し、発展途上国の子供達を中心に、健康状

態を改善する為のお手伝いをさせていただきます。

　国際大会は国際レベルで友情や親睦を深める一番の早道

とされています。今年度は来年６月、アメリカ合衆国テキサス

州ヒューストンにて行われます。参加者を募集していきます。

　友好クラブである台北東RCの第58回認証授与式に参加し

ます。またポリオ撲滅運動にも協力します。

▼青少年奉仕委員会・稲田　賢二　委員長

　メンバーそしてインターアクター、ローター

アクターと共に親睦、交流を深め更に成長

することにより、コロナ禍の為まだまだ制限

される中でもより良い事業の成功につながる

と思います。また、田中今年度会長が今まで

長年一番深く関わってこられた奉仕部門であると思われます

ので、委員会のみならず皆様の御理解、御協力をお願いし

たいと思います。



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

　子供食堂、不登校児童支援団体「輝」への協力、支援を行

います。曽爾高原（今年度は中止）、リーダー研（今年度は中

学校のみ実施、RACも参加予定）のほか八尾市教育委員会

の事業への支援を行います。

　地区主催の青少年奉仕事業にも参加、協力します。このほ

かインターアクト委員会、ローターアクト委員会、米山奨学委

員会とも連携し、事業への参加、協力を行います。

　さらに八尾市サッカー協会による「新春少年サッカー大会」

を主催します。この大会は過去30年間、八尾中央ＲＣが主催

で行われていましたが、昨年で手を引かれました。当クラブ

の鍋島会員が協会の会長をされていることもあり、当クラブが

引き継いで主催することになりました。皆様のご協力をお願

いします。また春と秋のRYLA受講生を募集します。

　委員会構成表についてご質問をいただきますが、各委員

会で八尾RACの例会に積極的に参加するため、このような大

人数で編成しております。青少年委員会全体で参加してい

きたいと思います。

▼田中会長　本日、例会出席ありがとうございます。

久しぶりの親睦日帰り旅行、楽しみです。飯田親睦

委員長はじめ親睦委員会の皆様、お世話になりま

す。

▼児林副会長　会費返却ありがとうございます。本

日、初親睦よろしくお願いします。

▼新宮幹事　本日、日帰り旅行宜しくお願いします。

親睦委員会の皆様お世話になります。

▼寺坂会員　にこにこ、御協力をお願い致します。

▼村本会員　田中会長、頑張って下さい。久しぶり

の親睦会楽しみです。

▼山本（勝）会員　ワクチン接種、２回目終了しまし

た。熱が出ました。

▼菅野会員 親睦委員の皆様、本日よろしくお願い

します。▼稲田・宮川・藤田会員 親睦旅行、宜しく

お願いします。

▼飯田会員　本日の初親睦会、宜しくお願いしま

す。

▼吉本会員　「まん延防止」期間中につき、Zooｍ

出席にて失礼します。在籍内祝い。

▼澁谷会員　親睦旅行、宜しくお願いします。良い

事が有りそうです。

▼松井会員　久しぶりの親睦活動です。楽しみま

しょう。

▼山陰会員　在籍内祝い。

▼長竹会員　久しぶりの親睦旅行楽しみです。中

川さん、お世話になりました。

▼吉田会員　親睦旅行、欠席すみません。早退お

詫び。

▼西村会員　例会準備、協力ありがとうございます。

▼富田会員　大谷さんの活躍に元気を頂いており

ます。ホームランダービー残念でした。

▼大熊会員 １年間よろしくお願い致します。例会

欠席お詫び。

▼福田会員　本日、卓話よろしくお願いします。

▼相馬・原田会員　親睦旅行、欠席お詫び。

▼谷口会員　初親睦会、気をつけて行ってらっしゃ

い。

▼竹中会員　体調万全、復帰しました。今後ともよ

ろしくお願いします。初親睦会、たのしみです。

■ 出席報告

月日

6/16

7/7

7/14

会員数

64

67

67

出席

33

48

39

うち出席規定
適用免除者

5

13

5

メーク
アップ

0

出席率

70.21％

82.76％

78.00％

確定
出席率

70.21％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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