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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「それでこそロータリー」

●出席報告

●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」

　　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

　　クラブ研修委員会・クラブ戦略計画委員会　

　　　井川孝三委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

8/4　RI2660地区　クラブ奉仕・拡大増強委員会

　　　　石橋英司副委員長

8/11　例会休会

8/18「私を語る」　出口貴士会員・田中康貴会員

8/25「私を語る」　浦上健司会員・倉角和弥会員

　日曜に地区RACの献血活動に参加してまいりました。

RAC、そしてRCからも多数のご参加をいただき、あり

がとうございました。難波の高島屋前で協力を呼びか

けました。

　大阪では血液が不足しているそうです。病気や交通

事故で、血液を必要としている方がたくさんおられま

す。命を救うことができる、重要な活動だと実感しまし

た。私も、声かけをしてまいりました。

　当日は、大阪船場ＲＣの澤田会員も地区社会奉仕

委員長として参加してくださいました。澤田会員には、

当クラブの国際奉仕委員会でもセブ島事業のご助言

をいただいているところです。

　献血には、私の所属する八尾市内の運送業界でも

毎年、取り組んでいます。こうした活動ができるのも、
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ロータリーでの学びのおかげと思います。

　皆さんもまずは、参加することから始めてみてはいか

がでしょうか。汗を流すことで、学びがあると思います。

そしてそれが、会社や地域に役立つはずです。RAC

の献血は次回、冬にも実施する予定です。

　ところで今年度の例会は、ハイブリッドで開催してお

ります。例年よりも設営に時間かかるため、今日も

AM10：30から準備をしていただいています。早い時間

から、ありがとうございます。

▼18日に難波で地区RACの献血が行われました。会

長ほかにご参加いただき、ありがとうございました。

▼19日、RAC例会がハイブリッドで開催されました。

▼8/11はお盆前で、例会は休会します。

▼プログラム委員会・小谷　逸朗　委員長

　次週の卓話ですが、担当の方は１人５分で活動計画

の発表をお願いいたします。

▼親睦活動委員会・松井　良介　副委員長

　先週、久しぶりの親睦旅行を開催しました。30名以

上にご参加いただき、楽しい時間を過ごすことができ

ました。ご協力いただきました皆様、ありがとうございま

した。

「活動計画」

▼ＳＡＡ・西村　衛　委員長

　基本方針としてクラブテーマに

基づき、会員相互が笑顔で会える

場として例会が待ち遠しいと思っ

ていただけるような会場運営を目

指します。

　活動計画としてまず、例会場の設営を行います。新

型コロナ感染予防を徹底し、特に換気、消毒、ソー

シャルディスタンスを行います。またZoomを用いての

ハイブリット例会として、会場出席との選択制とします。

食事の手配については、無駄を省くために例会出欠

の意向を事前に事務局にＦＡＸして頂きます。

　ニコニコ箱については、会員の皆様に気持ちよく奉

仕活動に協力してもらえるように声掛けをさせていた

だきます。いただいたコメントはハッキリとした声で楽し

く報告します。年次表彰やお祝いの贈り物は世代に

合わせた物をチョイスします。

　よろしくお願いいたします。

▼会員増強委員会・山陰　恭志　委員長

　基本方針として、人の集まりが

制限される中、会員増強も難し

いところがありますが、会員の皆

様からできるだけ多くの入会に

つながる情報をいただき、新入

会員の入会につなげてまいります。

　また、退会防止は守りの会員増強と言えます。退会

を防ぐためには、会員間のつながりが大切です。それ

には入会歴により薄くなりがちですので、再構築でき

るような機会を積極的に作りたいと考えます。それによ

り田中会長が掲げられた通り、本年度退会者ゼロを達

成できるようにしてまいります。

そ の 他 の 報 告

卓 　 　 話

幹　事　報　告



　活動計画としてまず、新入会員につながる情報収集

と入会への働きかけを行います。新入会員６名入会を

目指します。

　新入会員が早期にクラブへ馴染めるよう、セミナーと

懇親会も開催してまいります。

▼親睦活動委員会・飯田　寛光　委員長

　八尾RCの慣例に従い、会長を終

えたら前年度のお礼を兼ねて、親

睦委員長をする事になっておりま

す。前年度幹事の松井会員を副委

員長に、委員は入会1～2年の会

員を中心に、顔と名前を覚えてもらう意味で構成され

ています。

　昨年1年間は、親睦活動が全くできませんでした。新

型コロナウイルスの人体に及ぼす影響が全く分からず、

「八尾RCからは絶対に感染者を出さない」という決意

により、すべての親睦事業が中止となりました。

　第4波では大阪を中心に変異株が大流行しましたが、

ワクチン接種が始まり高齢者の感染が抑えられ、重症

者数も抑えられてきました。新型コロナウイルスの性質

が少し解ってきました。

　昨年1年間で感じたことは、会員皆さんの楽しみは例

会をはじめ、委員会や親睦事業であると、つくづく感じ

ました。そんな状況の中、注意しつつも親睦活動を再

開して行けたらと思っています。

　田中会長のスローガンのうち、親睦委員会としては

特に『みんなに希望と笑顔を！』を感じてもらえるよう

な事業を目指していこうと考えています。

　先週は本年度初めての事業として、「初親睦会」を

行いました。1年ぶりの「初親睦会」でしたが、楽しんで

いただけたでしょうか？

　出発前は雷、大雨、おまけに雹まで降って不安の中、

当麻寺に向かいました。会食時には、　新人の紹介に

も時間を取りました。騒がないよう、余興も入れました。

ソーシャルディスタンスを守るために、バスは2台手配

しました。コロナ対策をすると、お金がかかります。　普

通が幸せで、節約という事がよくわかりました。

　今後の予定は、新型コロナウイルスの感染状況を観

察しながら、理事会で良く相談して内容を決めていき

たいと思います。ご協力をよろしくお願いします。

　秋には親睦旅行として、10月に１泊２日の事業を計

画しています。このほか12月には忘年家族例会、春に

は親睦旅行を予定しています。

▼ロータリー財団委員会・宮川　清　副委員長

　基本方針として、会員の皆様にロータリー財団の活

動をより深くご理解して頂けるよう、ロータリー財団のこ

れまでの歩み、これからの活動方針などを推進してい

きます。

　活動計画として、ロータリー財団について、会員の皆

様にポリオ基金の意義をご理解して頂けるよう活動し

て参ります。次に年次基金の目標額（＄200）を達成で

きるように努力いたします。さらにポリオプラス基金

（＄50）は、年会費に含まれております事をご理解して

頂けるよう推進してまいります。

　このほかクラブからベネファクターを１名輩出するとと

もに、各委員会との協力を深めてまいります。

　一年間、よろしくお願いいたします。

▼インターアクト委員会・宮川　清　委員長

　現在新型コロナ感染症拡大の

中で活動が制限されていますが、

金光八尾中学校・高等学校イン

ターアクトクラブの活動を支援す

ることにより地域と密着した社会奉

仕活動を推進し、且つ国際的な視野を持つ人材を育

成する事で成長へと繋がります。

　会員の皆様にはインターアクトクラブへの活動支援

に対する取組に御理解を深めて頂けるように敷衍（ふ

えん）してまいります。

　活動計画として、金光八尾中学校・高等学校イン

ターアクトクラブへの活動支援を行います。金光八尾

中学校・高等学校行事への参加支援を行います。

　また国際奉仕、社会奉仕の各委員会とも、密接に連

携し、協力します。

　このほか、金光八尾高等学校インターアクトクラブか

らローターアクトクラブへの入会を募ります。



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

▼ローターアクト委員会・大槻　恭介　委員長

　未来を担うローターアクターに

向けて社会奉仕活動、国際奉仕

活動を通じ様々な機会を提供出

来るように取り組みます。

　また、ローターアクターの例会

及び奉仕活動への出席率向上を目指します。

　活動計画として、RAC認証伝達式並びに祝賀会を

実施します。またRAC例会及び奉仕事業への参加・

協力を行います。

　RAC地区奉仕事業への参加・協力に加え、RACの

会員拡大にも協力してまいります。

　またインターアクトクラブとの合同事業の実施を検討

していきたいと思います。

　このほかRACの海外研修は、コロナ禍により中止が

決定しています。

　RACの年齢は現在、35歳までに拡大されています。

新会員のご紹介もよろしくお願いいたします。

　８月のリーダー研では、ローターアクターがアイスブ

レーカーとして参加します。また白浜での事業にも参

加してもらう予定です。

▼田中会長　本日も例会出席ありがとうございます。

先日の親睦旅行にたくさん参加頂きありがとうございま

した。学びあり楽しさあり美食ありの企画を親睦委員会

の皆様、ありがとうございました。

▼児林副会長　初親睦、皆様お疲れ様でした。本日、

活動計画卓話よろしく御願いします。

▼新宮幹事　各委員長様、事業計画発表宜しく御願

いします。

▼寺坂会員　初親睦会御苦労さまでした。久しぶりに

外食しました。

▼中川会員　ズーム出席です。

▼井川会員　久しぶりの親睦会、たのしかったです。

会長はじめ、親睦委員会のみなさま、ありがとうござい

ました。

▼稲田会員 本日例会後、青少年奉仕の合同委員会

開催します。よろしくお願いします。

▼飯田会員　卓話、宜しくお願いします。

▼山陰会員　親睦旅行お世話になりました。活動計

画よろしくお願いします。早退お詫び。

▼澁谷会員　久しぶりの親睦旅行たのしかったです。

▼長竹会員　暑中御見舞い申し上げます。

▼吉田会員　暑い日々が続きますが、体に気をつけ

ましょう。

▼宮川会員　携帯忘れました。

▼野村会員　在籍内祝い。

▼西村会員　児林さん、ようこそいらっしゃいました。

良い事が有りました。

▼福田会員　暑さが続きますが、みなさんご自愛くだ

さい。

▼藤田会員 RACの献血、お疲れ様でした。

▼平尾会員　コロナと熱中症に気をつけて下さい。

▼佐々木会員　コロナ感染者数増えてきましたが、重

症者少ないです。このまま広がらないことを願います。

▼倉内会員　暑すぎてとけそうですが、がんばりましょ

う。児林君入会おめでとうございます。

▼鍋島会員　久々にリアルの出席でよかったです。児

林君、いらっしゃい。これからよろしくお願いします。

久々にお顔みれました。これからご一緒できること楽し

みにしております。

▼福村会員　暑い中、体調が変わらず仕事ができるこ

とに感謝します。良い事が有りました。

▼谷口会員　本格的な夏となりました。危険な暑さ。皆

様ご自愛下さい。

▼原田会員　本日も、よろしくお願いいたします。

■ 出席報告

月日

7/7

7/14

7/21

会員数

67

67

67

出席

48

39

40

うち出席規定
適用免除者

13

5

4

メーク
アップ

0

出席率

82.76％

78.00％

81.63％

確定
出席率

82.76％
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