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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　加藤　優会員

●ゲストの紹介

　　ウアール，ミナ　ミネア　アレクサンドラ様

●ビジターの紹介

　　RI2660地区　クラブ奉仕・拡大増強委員会

　　　石橋英司　副委員長　（東大阪RC）

●出席報告

●在籍表彰

会員年次表彰

　在籍27年　山口智士会員

　在籍  4年  北野和男会員

　在籍  4年　友田　昭会員

　在籍  2年　三木由貴男会員

　在籍  2年　森川充康会員

　在籍  1年　原田達也会員

●お誕生日御祝い

　　吉田法功会員・奥谷英一会員・

　　小林成禎会員・鍋島圭太会員・

　　新宮一誓会員・宮川　清会員・稲田賢二会員

●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　　「地区会員数の現状と会員増強

　　　　　　　　　　並びに退会防止について」

　　　RI2660地区　クラブ奉仕・拡大増強委員会

　　　　　石橋　英司　副委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

8/11　例会休会

8/18「私を語る」　倉角和弥会員・出口貴士会員

8/25「私を語る」　田中康貴会員・浦上健司会員

第2887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



　猛暑が続きますが、皆様どうぞ

健康管理にはご留意ください。

　なお例会の食事提供につきまし

ては、まん延防止期間が終わる

8月22日までは控えようと思って

おりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

　例会場の入り口では、オクトン様に展示販売をして

いただいています。SAAの発案で、ニコニコへのご協

力につなげるため月に１回、お願いすることにしてい

ます。どうぞご利用ください。

　さて現在は東京オリンピックの真っ最中で、日本人

アスリートが金メダルも数多く獲得されています。昨夜

は特に、ソフトボールの金メダルに感動しました。私は

中でも、監督の采配に感心しました。やはり諦めずに

頑張れば、夢は叶うということを再認識させられます。

　ところで皆さん、４連休はどのように過ごされましたで

しょうか。私は更生活動の一環として、対象者と休日を

ともに過ごすサポート活動を行いました。長い休日で

再びつまづくケースもあり、孤独が大敵ということから、

28名で琵琶湖へ出かけました。

　なかにはまだ10歳代の女性もいます。彼女は宮川

会員にお願いして仕事を紹介してもらい、派遣先で頑

張って働いています。また男性で先日、Ｋ－１チャンピ

オンに輝いた人もいます。一夜にして多額の賞金を獲

得し、スポンサー企業への就職も決まったのですが、

おごらず立派な人間になるよう、引き続き指導していき

たいと思っています。

　琵琶湖では遊ぶだけでなく、ごみ拾いの活動なども

しました。現地のロータリアンにも協力してもらいました。

こうした活動が少しでも役に立つことを願っています。

▼リーダー研が8月3日に曙川中

学校で開催されます。会長ほかで

参加してまいります。

▼熱海豪雨災害の支援金にご協

力をお願いします。募金箱をまわ

させていただきます。

▼ローターアクト委員会・大槻　恭介　委員長

　8月2日、八尾RACのナイトクリーンハイク例会を開催

します。PM7:30から近鉄八尾駅前で開催します。

「活動計画」

▼出席委員会・富田　宏　委員長

　コロナ禍の中、先行き不透明で

はありますが、ロータリー活動の

基本は例会への出席だと考えて

おります。本業に支障なく、出来

る限り出席者を増やせるように努

めます。

　ＳＡＡ、プログラム委員会とも連携して「楽しい例会」

にしていければ、出席率も必然と向上していくと思い

ます。

　活動計画としてまず、コロナ禍が落ち着けば100％

例会を可能な限り目指したいです。Zoomでの出席も

可能ですので、利用方法などで会員のサポートをして

まいります。また、例会にて出席報告をさせて頂きます。

例会に出席出来ない場合は、メイクアップ、各委員会

の行事に数多く出席して八尾ＲＣの存在意義を高め

て行けるよう奨励していきます。

　一年間、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

　会長所信の本年度重点活動目

標に卓話の充実（人間成長として

の学び、経営者としての学び）と

あります。改めて言うまでもなく、

毎週の例会での卓話は会員の

知識、教養を高め、結果として八尾ＲＣの存在意義を

高めることになります。会員が毎週の例会を楽しみに、

ためになると思っていただけるような卓話を計画したい

と思います。

　活動計画としてまず、会員による卓話を行います。

八尾ＲＣの会員の方々は各業界でトップの存在です。

それぞれの業界のお話をお伺いして自らの職業・生き

方に参考になるような卓話を計画します。

そ の 他 の 報 告

卓 　 　 話

幹　事　報　告

会　長　の　時　間



　また外部講師も招聘します。外部の経営者、その道

の第一人者と呼ばれる方をお呼びして卓話を行って

いただき、会員の教養の向上に努めます。

　さらにロータリー特別月間には、各担当委員会に卓

話をお願いします。このほか、新入会員に「私を語る」

のテーマで自己紹介も兼ね、卓話をお願いします。

▼越中八尾委員会・澁谷　登志和　委員長

　友好クラブである越中八尾ＲＣ

とは、お互いの公式訪問がメイン

の交流ですが、コロナ禍で近年は

それができていないのが現状です。

　越中八尾ＲＣとは、約28年にお

よぶ長いお付き合いの歴史があります。富山県富山

市八尾町にあるクラブで、現在20名の会員が在籍さ

れています。八尾町の名物は「おわら風の盆」で、これ

は全国的に有名です。

　人口およそ10万人の街が、当日は観光客などで35

万人になるそうです。八尾ＲＣでも見に行ったことがあ

りますが、皆様から「よかった」という感想を数多くいた

だきました。

　例年は当クラブの例会に、先方の会長ほか数名で

来訪されますが、向こうも同じ水曜日の例会のため、

先方の例会へはなかなかうちの会長が行けません。た

だ、山本（勝）会長の年度ではロータリーデーに伴い

例会日を変更したときに訪問した経験があります。今

年度も可能なら、ご検討ください。

▼クラブ広報委員会・長竹　浩　委員長

　クラブの奉仕プロジェクトや活動

内容を会員、家族、地域社会に

紹介して、八尾ＲＣに対する認

識を高めていきます。特に、当ク

ラブはインターアクトクラブ・ロー

ターアクトクラブを提唱し青少年奉仕活動に注力して

いるので、重点項目としたい。ロータリーの価値観や

功績についても伝えていきたいと思います。

　活動計画として、まずは会報を作成します。今年度

はなるべく写真を多数掲載していこうと考えています。

　またホームページの運営・管理も行います。例会や

事業の写真をアップしますので、各委員会は事業実

施後に写真をご提供ください。現在トップページにあ

るFacebookとブログでダブっている部分があるので、

少し整理していきたいと思います。

　このほか、「ロータリーの友」を毎月紹介していきます。

委員会メンバーで実施後は、新入会員の皆さんにも

ご協力いただきたいと思っています。ロータリアンに

とっては友の購読が義務になっていますので、新入会

員の皆さんも紹介することが読むきっかけになれば、

と思います。

　さらに八尾ＲＣの魅力を伝える近隣エリア広報も考え

ていきます。八尾ＲＣに興味を持ってもらい、入会につ

ながるようにするのがねらいです。ターゲットなど考え

るとなかなか難しいところもありますが、検討していきた

いと思います。

▼米山奨学委員会・山本　隆一　委員長

　当クラブでは現在、米山奨学

生としてウアール・ミナ・ミネア・ア

レクサンドラさんを受け入れてい

ます。大阪国際大学に在籍されて

います。コロナ禍が収束すれば、

歓迎会も開催したいと考えています。またRACとの交

流も計画しています。お互いにいい経験になると思い

ます。

　ロータリー米山記念奨学会は、将来母国と日本との

懸け橋となって国際社会で活躍する優秀な留学生を

支援することを目的としています。この目的を基本とし

て、米山記念奨学事業の在り方について考える一年

にしたいと考えております。

　活動計画としましては、まず米山奨学生に卓話をし

ていただく予定です。また奨学生に対し、ローターアク

トへの参加をしていただくように提案します。さらに１人

あたりの寄付目標額（３万円）を達成できるように活動

してまいります。

　皆様のご理解をいただけるよう活動していきたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。



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

▼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

　まず研修委員会につきましては、

田中会長のテーマの一つである

「原点回帰」…に基づいてロー

タリーの基本に戻る（ロータリー

の歴史、各委員会の本来の目的などを会員に再認識

してもらう）ための研修会を開催したいと考えています。

　そして各委員会の活動をどのようにすべきかを考え

てまいります。そのためには、各委員会ができた経緯

を理解することが大切です。

　理解を深めるには、ロータリーの友を読むことも大切

です。さまざまな特別月間には、ロータリーの友にそ

れぞれの特集記事が組まれます。これを読めば、よく

理解できます。１回読んだだけではもちろん十分理解

できないかもしれませんが、３年分ぐらい読めば、よく

わかってくるはずです。

　次に戦略計画委員会ですが、ここでは単年度では

できないことを考えていきたいと思います。単年度制

のロータリーでは、なかなか取り組むのが難しい課題

などもあります。皆さんもそうしたことがあれば、当委員

会にお知らせいただければ検討していきます。姉妹ク

ラブとの関係のあり方や周年事業への取り組み方など、

複数年度にわたって考えていかねばならない問題も、

いろいろとあると思われます。

　ところでＲＩの戦略計画委員会では、地区の改革など

も議論されています。地区をセクションに再編し、ガバ

ナー制度を改める、といった案も出てきているようです。

こうなると、クラブのあり方も変わっていく可能性があり

ます。

　詳しい話はまだわかっていませんが、そうしたことも

皆さんの頭の片隅に置いておいてください。

▼田中会長　本日も例会出席ありがとうございます。

暑い日が続きますが、健康管理、熱中症、コロナ感染

に、お気をつけ下さい。写真有難う。

▼児林副会長・新宮幹事　本日、活動計画卓話よろし

くお願いします。写真有難う。

▼寺坂会員　にこにこよろしく。写真有難う。

▼中川・福田・山本（隆）・曽家・三木・田中（貴）会員　

写真有難う。

▼山本（勝）会員　倉角さん、本年度カウンセラーをさ

せて頂きます。よろしくお願いします。写真有難う。

▼稲田会員 写真・お茶有難う。

▼澁谷会員　昨日、ワクチン2回目打ちました。本日卓

話、宜しく。写真有難う。

▼長竹会員　卓話、宜しくお願い致します。

▼宮川会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

▼西村会員　暑中お見舞い申し上げます。

▼小谷会員 暑中お見舞い申し上げます。写真有難う。

▼富田会員　本日、初めて私のラッキーナンバーの１

７番の駐車スペースに停めました。何かイイ事がありま

すように…。卓話お聞き苦しいと思いますが、宜しくお

願いします。写真有難う。

▼大熊会員　例会欠席お詫び。

▼藤田会員　8/18例会後、国際奉仕委員会を取りお

こないますので、よろしくお願いします。写真有難う。

▼鍋島会員　毎日オリンピックを見て泣いています。

▼谷口会員　がんばれニッポン！がんばれアスリー

ト！本日もニコニコ有難うございました。

▼原田会員　コロナと熱中症に気をつけましょう。

▼倉角会員　今後とも、よろしくお願い致します。写真

有難う。

■ 出席報告

月日

7/14

7/21

7/28

会員数

67

67

67

出席

39

40

39

うち出席規定
適用免除者

5

4

9

メーク
アップ

1

出席率

78.00％

81.63％

72.22％

確定
出席率

80.00％

日時：２０２１年７月２８日（水）

承認事項

1. 大阪病院学会抄録への広告掲載のお

願いの告知の件

2. リーダー研お茶の差し入れの件

持ち回り理事会議事録

ニ　コ　ニ　コ　箱
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