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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

　　公益財団法人大阪観光局理事長 溝畑 宏様

　　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

　児林健太会員カウンセラー　村本順三会員

●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　　「大阪の未来について」

公益財団法人 大阪観光局理事長　溝畑　宏様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

10/27　チェリスト　西川彩乃様

　　　　　ピアニスト　美越希様

11/10　「ロータリー財団月間」

　　　　　　相馬康人会員・竹原信二会員

11/17　祇園東　雛　祐様

11/24　元阪神タイガース　八木　裕様

　本日　本日も多数のご出席をいただき、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、本日はZoomでご参加いただいております。

　また本日は、吉川ガバナーに公式訪問でお越しいただきま

した。常任幹事の小泉様もご出席いただき、ありがとうござい

ます。吉川ガバナーとは例会前に、懇談会をさせていただき

ました。

　吉川ガバナーにはこの後、卓話をよろしくお願いいたしま

す。本日の「会長の時間」は、時間がないのでこれで失礼い

たします。

▼米山オンライン懇談会が10日に開催され、井川会

員に参加いただきました。

第2897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

幹　事　報　告

八尾ロータリークラブ テーマ

会　長　の　時　間



▼地区大会の出欠確認を回覧します。

▼赤い羽根共同募金の協力依頼が来ております。

500円以上ご寄付をいただいた方には、バッジを進呈

します。

▼田中　聡一郎　会長

　本日まで八尾RACが発展してこられたのも、皆様方のおか

げと感謝しております。皆様あっての八尾RACです。認証伝

達式を開催予定ですので、ご参加よろしくお願いします。

▼田中　宏紀　認証伝達式実行委員長

　認証伝達式を、3月19日にシェラトン都ホテル大阪で開催し

ます。皆様のご参加、ご協力をよろしくお願いします。

▼児林　健太　会員

今月は米山月間です。これにちなんだ特集記事が組まれて

います。米山奨学制度は戦争の惨禍を繰り返さないために

設立され、海外の奨学生を日本に招いています。

元奨学生で、各界で活躍されている学友らが紹介されていま

す。国内外で多数の人たちが活躍されています。

▼国際奉仕委員会・藤田　隆司　委員長

　本日記念撮影後、台北東ＲＣへのビデオレターを撮影しま

す。周年「おめでとう」の発声をよろしくお願いします。

▼親睦活動委員会・飯田　寛光　委員長

　本日例会後、委員会を開催します。

▼インターアクト委員会・宮川　清　委員長

　31日にインターアクトの地区年次大会がZoomで開催されま

す。会長ほかにもご参加いただきます。

▼SAA・西村　衛　委員長

　毎週、例会の出欠を確認させていただいていますが、返信

が少ないようです。お弁当の数を読むのが大変ですので、月

曜の午前中にお返事をお願いします。

「ガバナー公式訪問」

▼国際ロータリー第2660地区・

　　　　　　　吉川　秀隆　ガバナー

　皆さま、こんにちは。ガバナーに就任しました吉川秀隆

です。私は、タカラベルモント(株)という理容・美容サロン

で使う椅子・シャンプー台などの機器や業務化粧品、歯

科や病院にむけた医療機器の製造販売、サロン・クリニッ

クの設計施工等を行う会社の代表を務めています。弊社

は本年100周年を迎えます。「自分らしく生きる人生こそが

美しい人生であり、全ての人がその生きる喜び、幸せを感

じられるように」という想いを込めて「美しい人生を、かなえ

よう」を会社のキーメッセージとして定めました。これは個

人的に、ロータリーの精神にも通じるものだと思っていま

す。

　コロナ以前は海外出張が多く１年の3分の1は海外を飛

び回っていました。海外のクラブでメイキャップすることも

あり、各国ロータリアンと交流した思い出も少なくありませ

ん。しかしこれから1年はガバナーとして地区の皆さんと

しっかりと交流すべく各クラブを飛び回りたいと思います。

　それでは、RIならびに地区の方針についてご説明いた

します。ご承知の通りRIは7つの重点分野を掲げています。

2008年の採択時には6つでしたが、昨年新たに「環境の

保全」が加えられました。また、組織の基本的原則を表す

「中核的価値観」が2009年に採択されました。それは、奉

仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシップの5つです。

　以上を踏まえて、本年度のRI会長シェカール・メータさん

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

そ の 他 の 報 告

八 尾 R A C よ り 卓 　 　 話



のスピーチをお聴きください。【動画】

　ご覧の通り本年度のRIの会長テーマは

　　「SERVE TO CHANGE LIVES～

　　　　奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」です。

　メータRI会長は、会員増強を最優先課題として「いま120

万人の会員を本年度末に130万人にしよう」と述べました。

また「女子のエンパワメント」という言葉で女子が抱える問

題に取り組むことを強調しています。そして「より大きなイン

パクトをもたらす」「参加者の基盤を広げる」「参加者の積

極的なかかわりを促す」「適応力を高める」という4つの優

先事項についてスピーチされました。

　さて、当地区にはすでに4項目からなる地区ビジョンがあ

ります。①私たち第2660地区はRIテーマを理解し、地域の

特性にあった活動をすることにより具現化します。②ロー

タリーの原点である親睦と職業奉仕を根幹とし、世界及び

地域社会でよい変化を生み出します。③世界の未来を担

う青少年の活動を支援し、若きリーダーの育成に努めます。

④それぞれが「魅力ある・元気ある・個性ある」クラブにな

る事を目指します。という4つです。

　この地区ビジョンと同時に5ヵ年中期目標が定められて

おり、その1番目は「クラブのサポートと強化」つまりクラブ

の会員基盤を強化することです。

　メータRI会長のいう130万人を当地区に当てはめると、

300名、約8％の増となります。コロナ禍で疲弊した状況に

おいては高い目標に思えます。

　メータRI会長は「ローターアクトをロータリーに移行し」女

性会員を増やせば年間5％の純成長は確保できると述べ

ましたが、当地区のローターアクトが直ちにロータリークラ

ブに移行できるかというと、整理しなくてはならない問題が

多くあります。

　当地区は「各クラブでの純増1名を目指す」という目標を

掲げつつ、本年度はコロナの影響による会員減少を防ぐ

ことを優先して戴きたく思います。また「ローターアクトはじ

めと若い世代とともにロータリー活動を推進する基盤を広

げる」ことについては、皆さんと一緒に具体的な計画を立

てていきたいと思います。会員増強は目標であり目的では

ありません。奉仕の発信力・影響力・目的実現力の強化こ

そが本質です。

　中期目標2番目の「人道的奉仕の重点化と増加」は、ま

さにその奉仕活動の原点としての目標です。1919年のス

ペイン風邪パンデミックのとき、ロータリーは会員を19％も

増やしたといいます。それは当時のロータリーが取り組ん

だ献身的かつ積極的な奉仕活動が多くの共感を生んだ

からだと思われます。私は地区の持つリソースを可能な限

り人道的奉仕に集中したいと思います。

　いま、私たちの足下で「経済的に困窮している人」が急

増しています。日本の子どもの7人に1人が相対的貧困状

態にあるとも言われます。メータ会長が「女子のエンパワメ

ント」と言及した「性の格差」の問題とは少し違うでしょう。し

かし地域の問題は、地区のロータリアンである私たち自身

が取り組み、解決せねばなりません。

　私は、RIの7つの重点分野から「基本的教育」に焦点を

あて、地域のエンパワメント、すなわち地域が本来持って

いる能力の向上を図るため、地域の子供たちを支援する

ことを地区の重点活動方針としました。

　中期目標の3番目は「公共イメージと認知度の向上」で

す。地域に開かれたロータリー活動とはRIのいう「参加者

の基盤を広げ」「積極的な関わり」を促すことです。このた

めにはIT化の推進が必要です。皆さまには「マイロータ

リーの登録率80％、クラブセントラルの活用率90％」という

目標の達成をお願いします。

　そして女性会員の増強、RACをはじめとする若い未来の

ロータリアンとの連携強化をお願い致します。以上がRIの

方針と、それを受けた本年度の地区方針のご説明です。

　最後に、本年度の地区大会についてご案内します。今

年の地区大会は12月3日金曜日、大阪国際会議場にて1

日に集約して開催します。今年はコロナの影響もまだある

と思いますのでコンパクトに開催したいと思います。ワクチ

ン接種も進み、再び皆さまと一同に顔を合わることができ

るものと楽しみにしています。

　ロータリーの活動は、会員個人、そして各クラブこそが主

体です。RIはその連合組織であり、トップダウンの指示命

令をするものではありません。ロータリーの活動の主体は

各クラブであり、主役はロータリアンである皆さまです。皆

さまが主体的に活動できるよう、私もガナバーとしてともに

頑張っていく所存です。そして、その結果、地域の人々が

豊かな人生を送り、美しく輝いていかれることを心より願っ

ております。どうぞよろしくお願いいたします。

　以上、ご挨拶並びに方針の説明とさせていただきます。

ありがとうございました。



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

▼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、

Zoom参加です。ごゆっくりして下さい。本日は、RI第2660

地区ガバナー吉川秀隆様（大阪RC）、RI第2660地区常

任幹事小泉祐助様（大阪RC）、御足労願いありがとうござ

います。本日の卓話、宜しくお願い致します。

▼児林副会長　吉川ガバナーようこそおいで下さいまし

た。ごゆっくりなさって下さい。八尾ローターアクトの皆様

いらっしゃいませ。ご歓談して下さい。

▼新宮幹事　吉川ガバナー、小泉常任幹事、ようこそお

いで下さいました。卓話宜しくお願いします。

▼松本会員　ガバナー、本日は御足労サマです。本日の

卓話中に睡魔が襲ってきても耐えて頑張ります。ガバ

ナーお身体にご自愛下さい。

▼寺坂会員　ニコニコ御協力有難うご座居ます。

▼池尻・山本（勝）会員　例会欠席お詫び。

▼村本会員　吉川ガバナー、ようこそお越しくださいまし

た。お久しぶりです。写真有難う。誕生内祝い。

▼山本（昌）会員　吉川ガバナー、本日ご指導よろしくお

願い申し上げます。ご夫人誕生日。

▼中川会員　良い事が有ります様に。

▼井川会員　吉川G、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・福田・原田・浦上会員　良い事が有りました。

▼飯田会員　本日例会終了後、親睦委員会を例会場で

行います。委員会の皆様、出席いただきます様、宜しくお

願いします。

▼吉本会員　吉川ガバナー、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。

▼山陰会員　還暦です。例会欠席お詫び。

▼長竹会員　吉川ガバナー御訪問ありがとうございます。

▼吉田会員　ガバナー吉川秀隆様、よろしくお願いしま

す。

▼宮川会員　ご夫人誕生日。

▼西村会員　親睦委員会の皆様、会場設営に協力して

下さり、ありがとうございます。

▼富田会員　在籍表彰記念品ありがとうございます。

▼相馬会員　吉川ガバナー、本日はよろしくお願い申し

上げます。

▼藤田会員　吉川ガバナー、卓話よろしくお願いします。

本日、写真撮影後、台北東ロータリークラブへのビデオ

撮影しますので、よろしくお願いします。

▼曽家会員　吉川ガバナー、ようこそいらっしゃいました。

卓話宜しくお願い致します。

▼平尾会員　緊急事態宣言もあけ、例会にも出てきます。

よろしくお願いします。ご夫人誕生日。

▼三木会員　吉川ガバナー、小泉幹事、公式訪問ありが

とうございます。

▼福村会員　すごしやすい日となりました。健康である事

に感謝致します。良い事が有りました。

▼谷口会員　ひさしぶりに多数の出席者がおられ、盛会

で何よりです。これから、いつも賑やかに出来るといいで

すね。

▼竹中会員　ゴールドステッカー申請しました。やっと仕

事ができます。

▼加藤会員　季節の変わり目。体調に注意したいと思い

ます。

■ 出席報告

月日

9/29

10/6

10/13

会員数

68

68

68

出席

46

38

47

うち出席規定
適用免除者

8

4

10

メーク
アップ

0

出席率

85.19％

76.00％

83.93％

確定
出席率

85.19％

日時：２０２１年１０月８日（金）

承認事項

1.例会時弁当納入業者　山徳2回/月、

高砂1回/月、太郎従1回/月

日時：２０２１年１０月１２日（火）

承認事項

1.秋の親睦会

2.忘年家族会

持ち回り理事会議事録

ニ　コ　ニ　コ　箱
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