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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「国歌」「奉仕の理想」

●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

●ビジターの紹介

　　RI2660地区　米山奨学委員会

　　　直前副委員長　清水清一様（大阪船場RC）

　　米山奨学生学友会（関西）

　　　副会長　頼　育萱　様　　　

●出席報告

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍　5年　相馬康人会員

会員年次表彰

　在籍32年　池尻　誠会員　

　在籍6年　大槻恭介会員

　在籍6年　富田　宏会員

　在籍6年　大熊　勉会員

　在籍2年　松岡伸晃会員

●お誕生日御祝い

　　居相英機（傘寿）　

　　山陰恭志会員（還暦）

　　加藤　優会員・福田隆教会員・

　　田中康正会員・森川充康会員・

　　藤田隆司会員・曽家清弘会員　

●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　　「ロータリアンと奨学生、

　　　　　　　　　　学友会を結ぶもの」

　RI2660地区　米山奨学委員会

　　直前副委員長　清水清一様（大阪船場RC）

　米山奨学生学友会（関西）

　　副会長　頼　育萱　様

●閉会　「点鐘」

第2895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



■卓話予告

10/13　ガバナー公式訪問

10/20　溝畑　宏様

10/27　チェリスト　西川彩乃様

　　　　　ピアニスト　美越希様

　本日も多数のご参加をいただき、ありがとうございます。

　今週月曜日には、八尾RACの例会が開催されました。これ

まではZoomでの参加も多かったのですが、この日はロータリ

アンも出席いただき、交流をもてたと思います。また宮川会員

には新しいRAC候補生をご紹介いただき、ありがとうございま

す。

　米山奨学生のウアール・ミナ・ミネア・アレクサンドラさんも初

めてリアル参加することができＲＡＣ生らとの交流ができて大

変喜んでいました。１０月第１例会にも是非リアル参加したい

とのことです。

　そして本日は、大谷ガバナー補佐と伴井ガバナー補佐エ

レクトにもお越しいただいております。ありがとうございます。

　大谷ガバナー補佐とは何かと縁があり幹事職も同時期にや

らせて頂き本日もこのような形でお会いできて光栄です。この

後のクラブ協議会、宜しくお願いいたします。

　ところでコロナの緊急事態宣言も全面解除されることになり、

喜ばしいことだと思います。ただしこの先も感染者が急に増

える可能性もありますので、まだまだ油断は禁物です。家庭

内でも感染のおそれがありますので、皆様もご注意ください。

　地区の他クラブの動きを見てみますと、10月は約半分のク

ラブで通常例会を開催される予定のようです。当クラブでもこ

れまで通りに食事を提供するように戻すかなど、理事会でも

検討していきたいと考えております。

　またお詫びですが、Zoomの音声に不具合が発生して、先

週もご迷惑おかけしました。今日はきちんと聞こえていますで

しょうか？今日も朝早くから集まってもらい、設定してもらいま

した。なお、Zoomに接続したまま例会場に入られますと、ハ

ウリングの原因にもなりますので、ご注意ください。

　さて本日の卓話は、新入会員による「私を語る」です。まず

田中会員は私の義理の息子です。期待しております。また児

林会員は以前も入会前に卓話をしていただいたことがありま

すが、今回は会員として卓話をしていただきます。楽しみにし

ております。

　ところで27日には、佐野会員の会社へ新入会員の加藤・田

中会員が訪問されました。ベテランの佐野会員からいろいろ

とおしえてもらい、会社も見学させてもらったそうです。早速、

喜びの声を聞かせてもらいました。

　加藤会員より連絡があり八尾ロータリークラブに入会させて

頂いて良かったです！と第一声に聞かせて頂きました。田中

会員からも別世界を体験させていただいたと連絡がありまし

た。こうしたことをきっかけに、さらに前向きに行動していって

いただければ、うれしく思います。

　本日はまた、健康について少しお話しさせていただきます。

私はボクシングやパーソナル・トレーニングなどにも取り組ん

でいます。その中でたとえば、ベンチプレスなどもやっていま

す。初めは６０キロからで今では１００キロを持ちあげられるま

で筋力アップしています。何歳になっても筋肉をつけることで、

体力はもちろん免疫力もアップするそうです。筋肉は老化せ

ず、トレーニングすることで進化するそうです。また左右均等

に鍛えることが大切です。これにより、体のゆがみの解消など

ができます。さらには精神的な体力、つまり気力が強くなりま

す。こうしたことは結果的に、会社の経営にも役立つと思いま

す。さらには、物事を悪い方向に考えることがなくなる、といっ

た効果もあります。皆さんもぜひ、ご参考になさってください。

▼RAC東ゾーンの親子会が24日にZoomで開催され、

大槻会員に出席いただきました。

▼27日に八尾RACの例会がリノアスで開催され、会長

ほかに出席いただきました。

▼27日に予定されていた八尾市社会福祉協議会の

評議員会（相馬会員が参加予定）は、緊急事態宣言

のため中止になりました。

▼本日例会後、ガバナー補佐をお迎えして、クラブ協

議会を開催します。

▼佐賀・長崎豪雨災害の義援金として皆様からいた

だいた14,500円に、奉仕部門より加算して、合計

70,000円にして送金させていただきます。

▼国際ロータリー　第2660地区　IM第4組・

　　大谷　隆英　ガバナー補佐

　本日はクラブ協議会で、八尾RC様の今年度の活

ガ バ ナ ー 補 佐 　 ご 挨 拶

幹　事　報　告

会　長　の　時　間



動状況をおうかがいできれば、と思っております。よ

ろしくお願いいたします。

▼伴井　敬司　ガバナー補佐エレクト

　大阪難波RCの所属です。本日は大谷ガバナー

補佐に同行し、勉強させていただきたいと思いま

す。そして次年度は、皆様とご一緒に活動できれば

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。

▼ローターアクト委員会・大槻　恭介　委員長

　緊急事態宣言が解除されることになり、八尾RAC

の例会もリアルで開催します。10月4日はリノアスの

屋上で、フットサル例会を行います。多数のご参加

をお待ちしております。

「私を語る」

▼田中　康貴　会員

　私は1985年生まれで、大阪市出身です。大阪学院大

学経営学部で学び、大学時代は焼き鳥屋などでアルバ

イトにも励みました。4年生のときに現在の妻（田中会長の

娘さん）と出会いました。

　その後、お付き合いさせていただくことになり、「パパに

紹介したい」ということでご挨拶のため会社を訪問させて

いただきました。その時は本当にこわくて、ビックリしまし

た。コーヒーも飲めないぐらいでした。

　でもその後は、いろんな面倒をみていただき、経験もさ

せていただきました。ボクシングにも誘われ、これは自分

も出るしかありませんでした。猛練習したのですが、試合

開始直後の１発目のパンチでいきなり肩が外れ、敗戦し

ました。

　やがて、実父が経営する会社へ入社しました。反物を

仕入れて裁断し、納品しています。妻とは8年間の交際を

経て結婚し、子どもも生まれました。家業は繊維会社で海

外との取引も多かったのですが、やがて義父の田中会長

の日本商運で働かせてもらうことに。

　トラックに乗って現場を１年経験した後に実父の会社に

戻り、運送業にも進出しました。そこで新会社を立ち上げ、

今では保有するトラックが30台を超えました。

　これからは今までお世話になった皆様に、少しでも恩返

しできるような会社づくりをしていきたいと考えております。

自分自身も成長していくため、勉強していきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

　最後にムービーをご覧いただければと思います。家族と

もども、バーベキューやマリンスポーツなど楽しませても

らっています。

▼児林　健太　会員

　私は男３人兄弟の末っ子として、東大阪市の横小路町

に生まれました。幼い頃は、父母が働く姿を見ながら育ち

ました。自宅ではなく工場に帰っていたので、働くというこ

とが常に身近にありました。こうした環境が現在の、社員

第一の考え方に影響していると思います。

　学生時代は剣道や野球をしながら充実した生活を送る

はずでしたが、実際には夜のツーリングに出かけたりして

いました。

　やがて親の勧めもあり、海外へ行くことになりました。日

本人がいない環境での生活のため、つらいこともいろい

ろとありました。しかしおかげで、海外への恐怖感がなく

なったと思います。

　約６ヶ月で帰国し、そこから塗装職人をめざしました。親

方について技術を学び、たくさんの愛情もいただきました。

19歳になったときには彼女との結婚も意識するようになり、

父の会社に入りました。収入は減少しましたが、副業のア

ルバイトで収入を確保しながら生活していました。子ども

にも恵まれ、トラック配送などもして働きました。

　やがて経営にも興味が湧いてくるようになり、20歳から

介護事業に取り組みました。23歳で社長として、経営に

携わるようになります。仕事内容は財務や税務なども含め、

多岐にわたりました。

　２年前の卓話でもご紹介しましたが、在宅介護から施設

介護へ進出し、奈良や海外へも事業を拡大。中国・大連

そ の 他 の 報 告

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

などへも進出しました。そのころの私は一気に施設を展

開し、独りよがりな経営をしていたと思います。この頃は本

当に、以前もお話ししたように、失敗の連続でした。

　やがて29歳で、八尾商工会議所青年部に入会しました。

この頃から、数字主義から理念経営へと切り替えていきま

す。企業はスタッフで成り立っている、と気づいたのです。

その先に、お客様の幸せがあることがわかったのです。

　その後はスタッフの急死なども経験し、今をしっかり生き

ることの大切さを学びました。これからは自立支援を使命

として取り組んでいかねばと思っております。青年部で学

び、八尾RCに入会させていただき、学んでいきたいと

思っています。

　プライベートでは、趣味のスキューバに取り組んだりして

います。まだまだ未熟者ですが、今後もよろしくお願いい

たします。さらに更生保護活動にも、積極的に取り組んで

いきたいと考えております。

▼田中会長　本日も例会出席頂きありがとうございます。本

日のゲスト、ウアール，ミナ　ミネア　アレクサンドラ様ごゆっく

りしていって下さい。何かとお忙しい中、お越し頂いてます大

谷隆英ガバナー補佐、伴井敬司ガバナー補佐エレクト、本

日のクラブ協議会宜しくお願いいたします。

▼児林副会長　大谷ガバナー補佐、伴井ガバナー補佐エレ

クト、ようこそいらっしゃいました。本日、クラブ協議会よろしく

お願い致します。田中康貴会員、児林健太会員「私を語る」

卓話よろしくお願いします。

▼新宮幹事　大谷ガバナー補佐、伴井ガバナー補佐エレク

ト、ようこそおいで下さいました。クラブ協議会宜しくお願いし

ます。田中康貴会員、児林健太会員「私を語る」楽しみにし

ています。

▼寺坂会員　良い季節になりました。例会欠席お詫び。

▼井川会員　大谷AG、ようこそおいで下さいました。クラブ協

議会、よろしくお願いします。

▼菅野・長竹会員　早退お詫び。

▼飯田会員　大谷ガバナー補佐、伴井ガバナー補佐エレク

ト、本日例会後のクラブ協議会宜しくお願いします。

▼吉本会員　大谷AG、伴井AGE、ようこそお越しくださいまし

た。ご指導よろしくお願いいたします。

▼松井会員　田中さん、児林さん、卓話がんばって下さい。

宮川さん、昨日ごちそう様でした。

▼山陰会員　例会欠席お詫び。

▼吉田会員　大谷ガバナー補佐、伴井ガバナー補佐エレク

ト、クラブ協議会よろしくお願いします。

▼宮川会員　大谷ガバナー補佐、本日宜しくお願いします。

▼西村会員　ヤクルト強いですねえ！

▼小谷会員　大谷ガバナー補佐、伴井ガバナー補佐エレク

ト、ようこそおいで下さいました。

▼大槻会員　ご夫人誕生日。

▼富田会員　良い事が有ります様に、、、

▼福田・原田会員　良い事が有りました。

▼友田会員　とても良い事がありました。

▼曽家会員　大谷ガバナー補佐、伴井ガバナー補佐エレク

ト、後程、クラブ協議会よろしくお願いします。

▼大橋会員　お弁当ありがとう。

▼竹原会員　いつもZooｍ参加ですいません！

▼佐々木会員　いよいよ１０月１日から緊急事態宣言解除で

すね。飲み会は8：30までですよ！！

▼倉内会員　久々のリアル出席です。よろしくお願いします。

▼谷口会員　田中さん、児林さん、「私を語る」めっちゃ楽し

みにしています。

▼竹中会員　福田様メンテナンスありがとうございました。

▼浦上会員　コロナが早く収束しますように。

▼倉角会員　児林健太会員、田中康貴会員、本日の「私を

語る」楽しみにしております。よろしくお願い致します。

▼田中（貴）会員　卓話よろしくお願いします。

▼出口会員　児林（健）さん、田中（貴）さん、私を語るガン

バッテ下さい。

▼児林（健）会員　田中康貴会員、本日の卓話楽しみにして

います。共にがんばりましょう！

▼加藤会員　同期の卓話うれしいです。楽しみにしてます。

■ 出席報告

月日

9/15

9/22

9/29

会員数

68

68

68

出席

40

39

46

うち出席規定
適用免除者

8

7

8

メーク
アップ

0

出席率

74.07％

73.58％

85.19％

確定
出席率

74.07％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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