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八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」
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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」

●ゲストの紹介

　　メディポリス国際陽子線治療センター

　　　田中耕太郎様

　　ウアール，ミナ　ミネア　アレクサンドラ様

●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　　「陽子線治療について」

　　　メディポリス国際陽子線治療センター

　　　　　田中　耕太郎　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

9/22　「コロナ禍の市政運営について」

　　　　　　八尾市長　大松桂右様

9/29　「私を語る」田中康貴会員・児林健太会員

　皆様今日は。本日も例会にご出席頂きありがとうござ

います。

　本日は、卓話者として、国際ロータリー第２６６０地区

２０２０ー２０２１年度ロータリー友地区代表委員の木村

芳樹様にお越しいただいております。後ほど卓話を宜

しくお願いいたします。

　『ロータリー友地区代表委員』とは各地区に1人ガバ

ナーの代理として置かれ友に関して提言を行う役職。

地区内クラブの活動情報を収集して編集部へ提供し

たりするなど読者と友をつなぐ役割も担う大役な活動

第2892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



です。また木村芳樹会員は大阪南ＲＣの直前会長で

当クラブの松本新太郎パストガバナーとご親戚でもあ

り八尾ＲＣとも大変ご縁のある方です。

　それから今日は、米山奨学生のウアール、ミナ、ミネ

ア、アレクサンドラさんにもご出席頂いています。ミナさ

んは八尾ＲＡＣ例会にも参加頂いたりして徐々にＲＡ

Ｃ生らと交流を深めています。ごゆっくりしてください。

　さて新型コロナウイルス感染症に関してですが八尾

市内ではワクチン接種をした人が約１０万人に達した

そうです。それでもまだ八尾市人口約２６４０００人から

すると半分にも満たない状況です。

　大阪府でも緊急事態宣言が続いていますが先日、

例会の開催アンケートをさせて頂きましたところ６８名

会員の内５０名から回答を頂き、その内２７名がハイブ

リットでの開催を希望でした。多数決の結果、ハイブ

リッド例会で行っていきたいと思いますが、今後の状

況によっては再検討もしていきたいと考えております

ので、皆様のご理解を宜しくお願いいたします。

　休会とのご意見もありましたが、会員の気持ちが離

れてしまうことも危惧いたします。また本日も例会場の

設営にＳＡＡ委員会の皆様、早い時間から来てご尽力

頂いだいておりありがとうございます。

　ところで先日は、宮川インターアクト委員長の発案で

金光八尾中学校高等学校へマスクの贈呈に行って参

りました。１０００枚のマスクを贈り『冷感タイプ』というマ

スクで現在、生徒の中に複数陽性者がでており中原

校長からも『大変ありがたい』と感謝のお言葉を頂きま

した。

　金光八尾ＩＡＣは次年度、ホスト校に当たっています。

さらに当クラブの曽家副幹事が地区インターアクト委

員長を務められる予定です。過去に私も地区インター

アクト委員長の経験があり大変苦労しましたが学ぶこ

とや得るものが多くあり良い経験をさせて頂きました。

クラブとしてもバックアップが必要だと思います。曽家

副幹事に期待します！

　また先週末には、地区ロータリー財団セミナーが開

催されました。資金管理小委員会の相馬委員長も発

表されました。私事のように緊張しましたが堂々と話し

ておられ大変感動し嬉しく思いました。ロータリー財団

は奥が深く複雑で知るべきことがたくさんあります。

　さて私事ですが先日美容室に行きました。いろいろ

な方に担当してもらうのですが今回はとてもいい人に

あたりました。技術は勿論、接客も心地よくこれぞ職業

奉仕だと感じました。

　同じ料金であってもお客様のことを想って仕事する

ことでクオリテイが上がる。物流の中でも『何も考えで

ないで荷物を運ぶのではなく、その荷物を必要として

いるお客様の身になって荷物を運ぶ』すなわち仕事

に愛を込めることがプロドライバーだと位置付けていま

す。これは当クラブの居相会員が会長の時間で語っ

ておられたことを学ばさせて頂きました。

▼4日に地区のクラブ米山委員長・カウンセラー会

議が開かれ、井川・山本（隆）会員に出席いただき

ました。

幹　事　報　告



▼4日、地区のロータリー財団セミナーが開催さ

れ、会長と竹原委員長に参加いただきました。

▼6日に八尾RACの例会が行われ、会長ほかに出

席いただきました。

▼2020-21年度の事業報告書を本日、お配りして

おります。

▼2日、金光八尾中学高等学校にマスクを贈呈しま

した。会長ほかで行ってきました。

▼倉角　和弥　会員

　９月は基本的教育と識字率向上月間です。RI会

長メッセージでは、貧困から脱するため、識字率の

向上へどうすれば奉仕できるか考えてみたいもの

です、と述べられています。

　また国際大会が６月に予定されている、アメリカ・

ヒューストンが紹介されています。

　このほか、大阪難波RCの老人ホーム慰問の事業

が掲載されています。ベンチを設置し、季節や緑を

感じてもらうことができるようになった、とのことで

す。

「ロータリーの友について」

▼2020-2021年度 国際ロータリー第2660地区 

ロータリーの友地区代表委員・木村　芳樹　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪南RC）

　久しぶりで、皆様ごぶさたしております。

　友「地区委員」は、国内の34地区から１人ずつが

出ています。ガバナーの代理として、友の普及と情

報を友に伝えるのが役割です。年に数回、東京で

会議があるのですが、昨年度はZoomばかりでした。

　さて、そもそも「なぜロータリーの友を読むのか」と

いうことですが、それは「ロータリーのロータリアンで

あるため」と言えます。

　皆様は八尾RCに所属されています。このほか地

区や国の組織などがあり、RIなどすべてを含めて

「ロータリー」と呼びます。八尾RCの会員数は68人

だそうですが、第2660地区は79クラブで約3,459人、

日本全体では2,232クラブ83,000人、世界では

36,627クラブ、117万人のロータリー会員がいます。

　ロータリアンの資格として、三大義務があります。

１）会費の支払い　：　これには友の購読料も入って

います。（ただし支払うだけでは、ロータリアンとは

言えません。）

２）例会への出席　：　クラブの情報を聞くなど、会

員同士の情報を交換するためです。クラブの情報

を共有することができます。

　しかしこれだけでは、クラブのロータリアンであっ

ても、世界のロータリアンではありません。そして、

３）雑誌の購読　：　The Rotarianという雑誌がありま

す。これを読み続け、情報を同時に共有することに

より、はじめて世界のロータリアンの一員、ロータ

リーのロータリアンになれるわけです。

　そしてその地域雑誌として、「ロータリーの友」が

あるのです。友は縦書きと横書きのハイブリッドで、

横書きには世界のロータリアンに向けた記事など、

そして特集も掲載されています。一方の縦書きには、

国内のRCに関連した記事が紹介されています。

　では、なぜ「友」を読むのでしょうか。それは、世界

のクラブのロータリアンと情報を同時に共有できる

からです。ロータリーは１つではありません。ロータリ

アンの数だけ、ロータリーはあります。そしてクラブ

の数だけ、ロータリーがあります。

　でも、ロータリーは一つです。情報を共有すること

で、一つになれるのです。その役割を果たすのが、

友です。

　現在はGoogle Booksで、The Rotarianのバックナ

ンバーを読むことができます。ロータリー友は、

ロ ー タリ ー の 友 　 紹 介

卓 　 　 話



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

1953年1月に創刊されました。当初は横書きのみで

したが、現在はタテ・ヨコ両方です。定価は1975年

から、ずっと200円のままです。1980年に公式の地

域雑誌に指定されました。

　そして９月は、「ロータリーの友月間」でもあります。

これは日本独自の特別月間です。

　ところで皆さんも、ロータリーの情報をシェアする

ために、友に積極的に投稿しましょう。バックナン

バーを調べてみますと、1961年5月号に八尾RCの

発会の記事が掲載されています。このときに八尾

RCが、友に初登場しました。

　そしてまた、友を活用しましょう。有用な情報もたく

さん掲載されておりますので、ぜひご活用ください。

近年の分は、バックナンバーをご覧になれます。

　また友以外の情報源としては、ガバナー月信や

地区のホームページ、RIのホームページなどもご覧

ください。そしてMy Rotaryにも、ご登録をお願いし

ます。

　これ以外に、ロータリーの関連書籍もたくさん発

行されています。八尾RCの戸田PGのご本もありま

す。

　世界のロータリアンと情報を共有するのは、ロータ

リアンにとって義務であり、資格でもあります。

▼田中会長　本日も例会に参加頂きありがとうござ

います。本日の卓話に、ロータリーの友地区代表委

員木村芳樹様、宜しくお願いします。勉強させて頂

きます。

▼児林副会長　木村芳樹様、本日卓話よろしく御

願いします。

▼新宮幹事　木村様、本日卓話宜しく御願いしま

す。

▼寺坂会員　にこにこに御協力お願い致します。

▼山本（勝）会員　松井さん、三木さん、谷口さん、

お世話になりました。

▼井川会員　木村様、ようこそおいで下さいました。

卓話よろしくお願いします。

▼菅野・吉田・宮川・福村会員　例会欠席お詫び。

▼松井会員　木村様ようこそお越し頂きました。

▼長竹会員　木村芳樹様、卓話宜しくお願い致し

ます。

▼西村会員　暑さもコロナもピークを越えたようで

す！

▼小谷会員　木村様、卓話よろしくお願いします。

▼富田会員　バッジありがとうございます。

▼大熊会員　バッジありがとうございます。例会欠

席お詫び。

▼藤田会員　木村様、卓話よろしくお願いします。

例会欠席お詫び。

▼三木会員　バッジお礼。

▼谷口会員　早く行動制限が緩和されます様に。

▼原田会員　体調管理に気をつけて、毎日元気に

過ごしましょう。

▼竹中会員　緊急事態宣言またのびそうですね。

▼加藤会員　毎週水曜日が楽しみです。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

■ 出席報告

月日

8/25

9/1

9/8

会員数

67

68

68

出席

42

42

45

うち出席規定
適用免除者

10

10

7

メーク
アップ

0

出席率

76.36％

75.00％

84.91％

確定
出席率

76.36％
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