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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

●出席報告

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍60年　戸田　孝会員

会員年次表彰

　在籍39年　高井榮彌会員

　在籍24年　小林成禎会員

　在籍17年　柏木武生宜会員

　在籍 4年　曽家清弘会員

　在籍 2年　福村修一会員

●お誕生日御祝い

　中川廣次会員・池尻　誠会員・山本隆一会員・

　松本新太郎会員・戸田　孝会員

●ロータリーの友紹介　福村修一会員

●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　「職業奉仕とは」　職業奉仕委員会

　　　　　　福田隆教委員長・福村修一副委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

1/26　「ロータリーの歩み」

　　　　　　　クラブ研修委員会　井川孝三委員長

2/2　「グループディスカッション」 クラブ研修委員会

　先週の忘年家族会には多数のご参加をいただき、ありがと

うございました。ウアールミナさんには本日、リモートで出席い

ただいています。先月のロータリー財団月間では、クラブの

寄付目標額を達成しました。ありがとうございます。

　そして今月は、疾病予防と治療月間です。ガバナー月信で

も吉川ガバナーが、免疫力の重要性などについて述べられ

ています。食事や運動などが免疫力を高めるということで、ガ

バナーもよく運動をされているそうです。

　私もパーソナル・トレーニングに取り組んでいます。コンディ
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ションづくりはなかなか難しいのですが、とても大事なことで

す。45歳ぐらいから運動を始めるのが、いいそうです。私もボ

クシングなどに取り組んでいますが、体力や気力が大切だと

実感しています。やはり健康は一番大事ではないでしょうか。

　明日は更生活動の一環で、大阪刑務所で講演する予定で

す。更生の対象者も連れていく予定にしています。また18日

には輝の子どもたちと、大畑山へ竹の伐採へ行く計画です。

▼26日に、餅つき事業を開催します。

▼1月12日に、新年初例会をシェラトン都ホテル大阪

で開催します。

▼事務局は12月29日から1月4日まで、お休みさせて

いただきます。この間に何かございましたら、幹事まで

お願いします。また１月５日の例会は、休会です。

▼ロータリー財団の年次寄付金額は、１人あたり153ド

ルとなりました。また会長に、ベネファクターになって

いただきました。

▼地区よりEnd polio nowの感謝状とバナーをいただき

ました。本日、回覧しています。

▼青少年奉仕委員会・稲田　賢二　委員長

　新春サッカー大会を１月８、９日に開催します。24チー

ムが参加する予定です。お時間がある方はぜひ、見学に

来てください。

▼職業奉仕委員会・福田　隆教　委員長

　１月は職業奉仕月間です。１月からは毎月第３例会後

に職業奉仕の勉強会を予定していますので、皆さんご参

加ください。「I serve」の冊子がない方は、お配りします。

▼社会奉仕委員会・相馬　康人　委員長

　26日に餅つきを

ひのき苑で開催

します。本日、

最終の出欠を

回覧します。

▼中川　廣次　会員

　本年、母が亡くなりまして、クラブからも香典をいただき

ました。ありがとうございました。

「半期を振り返って」

▼田中　康正　会長

　皆様のお陰をもちまして上半期を終える事ができたことをお礼

申し上げます。各委員会の活動状況を報告させて頂きます。ま

ずＳＡＡ委員会、ハイブリッドと言う誰も経験したことのないハイテ

クに挑戦して頂いた西村委員長初め委員会の皆様、大変ありが

とうございました。朝１０時から例会場に来て頂き機械の扱いに苦

戦しながらも今日までやり続けて頂きお陰様で例会を休会するこ

となく開催できました。１０月１３日より食事も弁当形式ですが取る

こともできました。食事のロスを無くすように出欠を綿密にとっても

らっています。そしてニコニコは今のところ目標通りの状況です。

クラブのエンジンニコニコ募金です。下半期も宜しくお願いします。

　次に増強推進委員会委員長山陰会員ですが目標６名を掲げら

れ７月に竹中会員、倉角会員、浦上会員、出口会員、田中康貴

会員、８月に加藤会員、９月には児林健太会員と既に７名の会員

増強を実施しています。１月にも１名予定しておりできれば二桁

を目指していきたいと考えます。二年前に設立した八尾ラックか

ら八尾ロータリーへと２名目の入会が期待されます。また新入会

員年齢も若く先行きが期待されます。

　次に出席委員会ですが富田委員長のもと出席報告を行っても

らっています。７月～１２月１５日までの出席率が平均をとると８０、

５７％です。この時期、休会が多い中、他クラブに比べると大変優

秀だそうです。今後も出席したくなるような例会を心掛けさらなる

出席率を心掛けていきます。

　次に親睦活動委員会、飯田委員長のもと活発な委員会活動を

行ってもらっています。７月１４日に親睦日帰り旅行として奈良市

の當麻寺に訪問させて頂き写仏を体験させて頂きました。私自

身、懐かしい経験をさせて頂き、心が大変癒されました。その後、

ご住職の説法があり人の生きる道に対して大変勉強になりました。

そして懇親会の場としてヴェルデ辻甚様(フランス料理)で美味し

いディナーを頂き催し物としてマジシャンモモ様のクオリティ高い

楽しい一時(ひととき)を創作してくれました。三木会員の人脈で段

取りして頂いたと聞いてます。その後も私自身他のロータリー活

動で利用させて頂きました。オーナー自らのお出迎えして頂きあ

りがとうございました。大和高田ロータリーのエレクトだそうです。

そして１１月１７日には秋の親睦日帰り旅行に有馬温泉向陽閣を

そ の 他 の 報 告
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企画して頂きました。有馬温泉で二番目に古い温泉で創業７００

年だそうです。温泉濃度も高く大変暖まりました。天気にも恵まれ

近隣の探索も出来、その後の懇親会も格別なもになり大変楽しく

ロータリアンらしい有意義な親睦が計れました。特に新入会員か

らの楽しかった声が多くありました。

　次に先日行われました家族忘年会です。コンラッドホテル大阪

で行われ総勢８３名の参加を頂きありがとうございました。今年は

八尾ラックも初参加になり楽しく勉強になったことでしょう。催し物

ではオール阪神、巨人の安定したお笑いで始まりビンゴゲーム

では豪華な商品を親睦委員会の皆様から提供して頂き大変盛り

上がった家族忘年会でした。飯田委員長のタキシード、サンタク

ロース姿は今でも目に焼き付いています。例会時にもＳＡＡの協

力をして頂いております。ありがとうございます。

　次にプログラム委員会ですが小谷委員長のもと出席したくなる

ような例会を目指す為、各ジャンルから講師をお願いされ学びあ

り癒しありスポーツではビックゲストとして元阪神球団の八木様に

お越し頂きテレビでは聞けないお話しをして頂きました。小谷委

員長の繋がりの深さを感じました。また新入会員の卓話の講評が

大変高く今後に益々期待感が膨らみます。下半期にもビックゲス

トを複数に計画されております。下半期も宜しくお願い致します。

　社会奉仕委員会、相馬委員長のもと先日１２月４日にイルミ

ネーション電灯式を行われました。今年は夢うららホットステー

ションのこども１０名、ＮＰ法人輝からこども１０名、計２０名招いて

の開催ができました。八尾ラック生達も参加頂きクリスマスプレゼ

ント贈呈にご協力頂きました。この日を迎えるに当たり近隣対策

から様々なご準備まで大変お疲れ様でした。

　そして来年２月１９日２０日に行われる里親支援の前準備として

１１月２０日に東大阪市の金岡公園にて里親レクレーションに相

馬委員長初め児林副会長新宮幹事、大槻ラック委員長、私、八

尾ラック生５名で参加しました。里親との打ち合わせ、その後、こ

ども数人と公園でラック生５名らが交流し短時間で仲良く遊んで

いる姿がありました。ＢＢＳ活動の経験が生かされています。また

今月の２６日にひのきえんにて餅つき大会が開催する予定です。

年末ギリギリの事業ですが参加協力お願いします。

 国際奉仕委員会藤田委員長、今年はコロナ禍の中、台北東ＲＣ

の第５８回目認証授与式に参加することができなかったです。そ

こでビデオレターを制作して頂き吉川ガバナー公式訪問時に皆

様の動画撮影にご協力頂きありがとうございました。お陰様で台

北東ＲＣより大変講評だったそうです。下半期ではフィリピン、セ

ブ島のこどもらにラーニングセンターの寄贈計画をしております。

活動できることを期待します。

　財団委員会ですが竹原委員長のもと１１月１０日に地区財団委

員会小委員会委員長の立場で相馬委員長より卓話を竹原委員

長と合同で行って頂きました。地区のエンジン、財団寄付金達成

して頂きありがとうございました。

　青少年奉仕委員会稲田委員長のもと８月３日予定のリーダー

研修、８月１９日２０日予定の自然の中で曽爾高原研修が緊急事

態の為、中止となりました。

　インターアクト委員会宮川委員長のもと９月２日に金光八尾中

学高等学校に３０００枚マスクの贈呈を行いました。目玉事業であ

る海外研修は残念ながら中止となりました。

　ローターアクト委員会大槻委員長のもと７月１８日に難波の高島

屋前にてラック献血活動に参加させて頂きました。八尾ロータ

リーアンや八尾地区ＢＢＳ会からも沢山の参加を頂き献血人数に

大きく貢献できました。また１０月４日のリノアス屋上にてのフット

サル例会、１０月１８日のナイトクリーンハイク、１１月６日の輝のこ

ども達に職業講話、１１月１１日の６クラブ合同例会、１２月１２日

のいも堀り体験、１２月１８日の大畑山アクトランドにての竹の伐採、

それに毎月二回の例会、毎月一回の理事会に参加を行い大変

多忙な活動でした。大槻委員長大変ご苦労様でした。

　米山奨学委員会山本隆一委員長のもと米山奨学生に今年度

から二年間、フランス在籍のウアール、ミナ、ミエアアレキサンドラ

さんが選出されました。カウンセラーは井川会員にお願いしまし

た。ミナさんはラック例会に活発に参加され前向きな奨学生です。

　クラブ戦略計画委員会井川委員長のもと１１月１０日に料亭山

徳にて新入会員とカウンセラー計１７名が参加しました。カウンセ

ラーの佐野会員、居相会員らのお話しから始まり大変勉強になる

研修、懇親会が行われました。また新入会員８名に対してのオリ

エンテーションを井川委員長にて行って頂きました。クラブ管理

運営委員会、児林委員長には全ての分野でフォローして頂き大

変ありがたいことです。

　７月まんぼう８月９月緊急事態１０月解除になり今日まで八尾RC

の灯りを消すことなく活動を行ってきました。これも皆様のお陰で

す。感謝致す所存です。下半期もロータリー活動を通じてみんな

に希望と笑顔を！そしてロータリーアンの成長！をテーマに取り

組んでいく所存です。引き続きご協力宜しくお願い致します。

▼田中会長　上半期最終例会に参加頂き、ありがとうございます。

本日、卓話宜しくお願い致します。先日の家族忘年会に多数、ご

参加頂きありがとうございました。親睦委員会、飯田委員長はじ

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

め親睦委員会の皆様、大変お世話になりました。写真有難う。

▼児林副会長　一年お疲れ様でした。今年も残りわずかです。

忘年家族会、親睦委員会の皆さん、ありがとう御在居ました。来

年もよろしく御願い致します。写真有難う。

▼新宮幹事　親睦委員会の皆様「忘年家族会」お世話になりまし

た。田中会長、卓話宜しくお願いします。写真有難う。

▼佐野会員　一年間おつかれ様でした。有難うございました。皆

様良いお年をお迎え下さい。

▼中島・池尻・村本・飯田・長竹・福村・田中（貴）会員写真有難う。

▼寺坂会員　本日で半期済みましたが、にこにこ御協力有難うご

ざいました。後期も宜しくお願いし致します。写真有難う。

▼山本（昌）会員　田中会長、理事役員の方々、前期ご苦労様で

した。おだやかな年を迎えられますように！

▼山本（勝）会員　本年最終例会ありがとうございました。来年も

よろしくお願いします。濵岡さんお誕生日おめでとうございます。

写真有難う。

▼井川会員　上半期、大変お世話になりました。

▼中川会員　家族会欠席おわび。

▼稲田会員　忘年会お世話になりました。

▼吉本会員　今年も皆様お世話になりました。写真有難う。

▼濱岡会員　誕生内祝い。

▼松井会員　写真有難う。以前八尾ＲＣにも来てくれたセブの誰

でもヒーローの子供達が、この台風でひどい目にあっている様で

す。ご支援の輪を宜しくお願いします。ネットで支援金送れます。

▼澁谷会員　一年間ありがとうございました。来年も宜しく。写真

有難う。

▼西村会員　皆様、今年もお世話になり、有難うございました。良

いお年をお迎え下さい。竹中さん、食事ご苦労様です。

▼小谷会員　１年間お世話になりました。

▼富田会員　例会場に向かう途中で前の車のナンバーが・417

私のラッキーナンバーでした。何か良い事がありますように!

▼大熊会員　1年間お世話になりました。来年もよろしくお願い致

します。山本勝彦先輩、昨日はありがとうございました。

▼福田会員　前回、家族例会お疲れ様でした。会長、色々とあり

がとうございました。

▼相馬会員　忘年家族会、ビンゴでお肉が当たりました。竹中会

員ありがとうございます。

▼北野会員今年もあとわずかです。１年間ありがとうございました。

▼友田会員　八尾RCの皆様のご発展をお祈りします。

▼曽家会員　今年半期が終わり有難うございました。写真有難う。

▼佐々木会員　私の主催した大阪病院学会無事オンデマンド配

信も終了しました。過去最大の演題数でした。八尾ロータリーの

皆様方、広告（実は寄付）ありがとうございました。

▼鍋島会員　今年もわずかになってきました。一年間ありがとうご

ざいました。例会欠席お詫び。

▼谷口会員　本年も有難うございました。竹中さん、お弁当いた

だきます！写真有難う。

▼原田会員　本年もお世話になりました。ありがとうございました。

来年もよろしくお願いいたします。

▼浦上会員　今年一年ありがとうございました。楽しい一年でした。

▼出口会員　忘年会、楽しかったです。グラス割って申し訳ござ

いませんでした！！写真有難う。

▼加藤会員　田中会長！！卓話とても楽しみです！！忘年会あ

りがとうございました！！

▼児林（健）会員　先日の忘年家族会ありがとうございました。家

族も楽しめてよい機会になりました。

■ 出席報告

月日

12/8

12/15

12/22

会員数

68

68

68

出席

46

44

46

うち出席規定
適用免除者

10

7

12

メーク
アップ

0

出席率

82.14％

83.02％

79.31％

確定
出席率

82.14％

●２０２１年１２月４日（土）

1.　12/1卓話小谷様　礼金の件

●２０２１年１２月８日（水）

1.　中川会員弔慰金の件

2.　12/26「もちつき」事業もち米代

●２０２２年１月１２日（水）

1.　下半期会費請求書の件

2.　国際プロジェクト参加申し込みの件

3.　6年生卒業記念親善試合兼ロータリー・

ラクビーフレンドシップマッチ協賛の件

4.大阪アーバンRC創立10周年記念式典・

講演会・祝賀会の件

5.新年初例会キャンセルの件

6.IM第4組ロータリーデーの件

持ち回り理事会議事録 （承認事項）
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