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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

　　　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

●委嘱状伝達

　　　米山奨学生選考委員

　　　　　友田　昭会員・曽家清弘会員

●ロータリーの友紹介　　出口　貴士　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

　　　　「神道について」

　　　　　　　友田　昭　会員

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

12/15　忘年家族会　（コンラッドホテル大阪）

12/22　「半期を振り返って」　田中康正会長

　今回は時間の都合により、割愛させていただきま

す。

▼先月28日、学友会秋のイベントがオンラインで開

催されました。

▼先月29日、国際奉仕活動の情報交換会がZoom

で開催され、藤田会員に参加いただきました。

▼３日に地区大会が開催されます。

▼４日にロータリーデーとして、イルミネーションの

点灯式を行います。多数のご参加をお願いいたし

ます。

▼４日に米山学友会・奨学生交流会が開催されま

す。

第2903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



　以下の皆さんが、承認されました。

2022-23年度　理事役員

　会　　長　：　吉本　憲司

　直前会長　：　田中　康正

　副 会 長　：　長竹　浩

　幹　　事　：　稲田　賢二

　会　　計　：　中川　廣次

　Ｓ Ａ Ａ　：　山陰　恭志

 

　クラブ奉仕担当理事　 ：　長竹　浩

　職業奉仕担当理事  　：　野村　俊隆

　社会奉仕担当理事　  ：　富田　宏

　国際奉仕担当理事　  ：　鍋島　圭太

　青少年奉仕担当理事　：　宮川　清

　会長エレクト　：　児林　秀一

▼在籍40年・中島　孝夫　会員

　1981年、大槻会員のお父様と一緒に入会しました。

戸田孝ガバナーが前年に地区大会を開催され、八尾

ＲＣにはバナーができ、また松下先生による八尾ロー

タリー讃歌ができたころです。私はこのバナーを持っ

て、海外へもいろいろ赴きました。おかげでたくさんの

バナーが集まりました。

　皆さんもコロナが収束して海外へ出向かれるときは、

ぜひこのバナーを持参され、交換されることをお勧め

します。これからもよろしくお願いいたします。

▼八尾市サッカー協会少年部会理事・

　　　清水　忍　様

　八尾ＲＣ様のご尽力のおかげで今度のお正月に、

新春サッカー大会を開催することができます。寒い中

ですが、子どもたちが頑張っている姿を見にきていた

だければありがたくおもいます。この度は、ありがとうご

ざいました。

▼鍋島　圭太　会員

　八尾市サッカー協会の会長として、私からもお礼申

し上げます。市内で大会が開催できることは、子どもた

ちにとってもみんなが参加でき、本当にありがたいこと

です。

　継続していけることが、特にうれしいです。八尾中央

RC様からの支援をつなげていただいたことに、感謝い

たします。ありがとうございました。

▼社会奉仕委員会・相馬　康人　委員長

　４日にイルミネーションの点灯式を開催します。出欠

の回覧をしますので、多数のご参加をよろしくお願い

いたします。

▼ローターアクト委員会・大槻　恭介　委員長

　イルミネーションの点灯式には、ローターアクターも

多数参加します。点灯式の終了後には、RACによる打

ち上げと懇親会を行いますので、皆様もぜひご参加く

ださい。

そ の 他 の 報 告

会 員 特 別 表 彰

少年サッカー大会へ協賛金を贈呈年 次 総 会 を 開 催



「八尾は聖徳太子と物部守屋」

▼八尾市立歴史民俗資料館・小谷　利明　部長

　私は1987年に八尾に来て以来、市内のお寺や古文

書などの調査をさせていただいております。

　今、大阪と奈良で聖徳太子の没後1400年の関連イ

ベントを開催しています。聖徳太子といえば、昭和の１

万円札などで皆さんよくご存知と思いますが、紙幣に

は昭和５年に初登場しています。

　新しい１万円札の肖像に採用され、現在大河ドラマ

にも登場している渋沢栄一の時代からはだいぶ後の

ことですが、近代において聖徳太子はあまり人気がな

かったようです。むしろ、菅原道真などの人物方が、

人気があったと思われます。

　太子は推古天皇30年（622年）に、49歳で亡くなりま

した。八尾には太子堂という地名もあるなど、太子との

縁が深いと考えられます。ただ、たとえば木の本など

では、聖徳太子のことを悪く言う人もあったので、「物

部守屋もきちんと扱わねば」ということで、プロジェクト

は「八尾は聖徳太子と物部守屋」というタイトルとなりま

した。

　ロゴも考えたのですが、その色をどうするかも問題に

なりました。最初は紫という案が出たのですが、紫は臣

下に与えられた色で、太子は臣下ではない、ということ

から不採用となりました。天皇の装束などからこのオレ

ンジ色になったわけですが、平成の天皇などの装束

の色など、同系色でも微妙に異なる色がたくさんある

中から選びました。

　蘇我氏と物部氏が対立し、守屋と太子が戦っている

絵なども残されています。椋の木に隠れて助かった太

子が、そこに勝軍寺をつくった、とされています。勝軍

寺には太子堂などの建造物が残されているほか、椋

の木も守られています。守屋の墓は、後の時代につく

られたとされています。

　太子は神道には反対、ということであまり人気がな

かったのかもしれません。太子関係の史跡は鎌倉時

代から評判になり、多くの人が参詣したとされています。

近年は多くが八尾市の管理地となっています。

　仏像など聖徳太子信仰に関する所蔵物も数多くあり、

ほかでは法隆寺などにしかないような貴重な歴史的資

産が、実は八尾にも多くあります。

　秘仏なので、あまり世に出回っていないような聖徳太

子像も八尾にはあります。こうしたことからも、八尾は全

国的に見ても重要な位置にあると言えるでしょう。

　八尾市ではこれらの史跡などを巡るサイクリングマッ

プを作成するなどして、聖徳太子との関わりが深いこと

も発信しながら、イメージアップを図っていきたいと考

えています。

▼田中会長　本日も例会出席、ありがとうござい

ます。本日のゲスト八尾市立歴史民俗資料館部

長、小谷利明様、卓話宜しくお願いいたします。

ゲスト、八尾市立サッカー協会少年部会理事清

水忍様、ようこそおいで下さいました。ごゆっくり

していって下さい。

▼児林副会長　本日卓話、小谷様楽しみにして

おります。年次総会よろしくお願いします。

▼新宮幹事　佐野さん、先日はお世話になり、あ

りがとうございました。小谷利明様、本日卓話宜

しくお願いします。楽しみにしていました！！

▼佐野会員　年次総会おめでとうございます。次

期会長と執行部の皆様よろしくお願いします。次

次期会長よろしくお願いします。

卓 　 　 話

ニ　コ　ニ　コ　箱



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

▼中島・井川会員　在籍内祝い。

▼寺坂会員　昨日今年最終のゴルフ晴天に恵ま

れました。来年暖かくなるまで、休眠します。

▼池尻・藤田会員　写真有難う。

▼山本（勝）会員　今日から師走です。野村さん、

大槻さん、富田さん、大変お世話になりました。

▼中川会員　良い事が有ります様に。

▼飯田会員　親睦委員会の皆さん、忘年家族会

について活発な意見交換、ありがとうございます。

よいことがありました。

▼吉本会員　年次総会ありがとうございます。

▼濱岡会員　これからも宜しくお願い致します。

在籍内祝い。誕生内祝い。

▼山陰会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

▼吉田会員　土曜日イルミネーション点灯式、よ

ろしくお願いします。

▼宮川会員　財団寄付金、皆さん宜しくお願い

致します。

▼野村会員　誕生内祝い。例会欠席お詫び。

▼西村会員　コントレイル強かった！！

▼小谷会員　小谷利明様、卓話宜しくお願いし

ます。佐野さん、お世話になりました。

▼富田会員　写真ありがとうございます。良い事

がありますように！

▼大熊会員　いつもありがとうございます。誕生

日御祝いありがとうございます。

▼福田会員　よいことがありました。

▼北野会員　今年も早いもので、今日から１２月

になりました。

▼曽家会員　小谷様、ようこそいらっしゃいまし

た。卓話楽しみにしてます。

▼平尾会員　ホールインワンしたらえらい金がか

かりそう。どうしましょう。

▼竹原会員　ロータリー財団寄付金ありがとうご

ざいます。

▼佐々木会員　オミクロン変更株、出てきました

ね。やはり大人数での飲み会がもっとも感染しや

すいと思います。これからの時期、気を付けて下

さいませ！！

▼鍋島会員　少年サッカー大会の御協力、本当

にありがとうございました。

▼三木会員　写真有難う。誕生内祝い。

▼福村・児林（健）会員　例会欠席お詫び。

▼谷口会員　今年も残すところ１ｶ月。リアル忘

年会も増えそうですね。有馬では誕生日祝い、

有難うございました。写真有難う。

▼原田会員　体調管理に気をつけましょう！

▼竹中会員　カードでニコニコ決済しました。ポ

イントためて旅行でもいこ～。

▼加藤会員　歴史のお話は学生ぶりです。勉強

させて頂きます。

■ 出席報告

月日

11/17

11/24

12/1

会員数

68

68

68

出席

47

43

53

うち出席規定
適用免除者

10

10

12

メーク
アップ

0

出席率

83.93％

76.79％

91.38％

確定
出席率

83.93％

日時：２０２１年１２月１日（水）

承認事項

1.前回議事録

2.会計報告

3.新入会員（北山弾也様）の件

4.秋の親睦会収支報告の件

5.忘年家族会の件

6.職業奉仕委員会勉強会に使用する小冊子

購入の件

7.フィリピン・スラムにラーニングセンターを

8. もちつき大会の件

9.八尾市青少年問題協議会委員の派遣依頼

の件

10.新年初例会の件

11.事務局年末年始休暇の件

理事会議事録
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