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奉仕しよう
みんなの人生を
豊かにするために

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」

国際ロータリー 会長 シェカール・メータ
八尾ロータリークラブ テーマ

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！』
第2920回 例会 プログラム
●開会 「点鐘」

会長

田中

康正

会 長 の 時 間
本日もハイブリッド例会にご参加いただき、ありがとう

●ロータリーソング 「それでこそロータリー」

ございます。ゴールデンウイークをはさんで２週間ぶり

●ゲストの紹介

の例会ですが、皆様お元気でしたでしょうか。

八尾税務署長 小山 幹一様

本日は大阪東淀ちゃやまちＲＣから、戸田和孝様に

●出席報告

お越しいただいております。先日の故戸田孝会員を

●ロータリーの友紹介 北野和男会員

偲ぶ会では、親子の小さな約束のお話がとても印象

●その他の報告

に残っております。

●会務報告 「会長の時間」「幹事報告」

また本日の卓話者である地区学友会の河田会長、

●SAA報告 ニコニコ箱

後ほどの卓話をよろしくお願いいたします。地区から

●卓

はさらに、斎藤清貴会員にもご参加いただいておりま

話

「税務行政の未来像 ～

デジタルトランスフォーメーションへの取組み」
八尾税務署長 小山 幹一 様
●閉会 「点鐘」

す。４年前に八尾RCがホストをした春のRYLAセミナー
では、大変お世話になりました。
さて今年のゴールデンウイークは行動制限などもな
く、皆さんもどこかへお出かけになったでしょうか。旅
行に行かれた方もおられるかもしれません。私は3日

■卓話予告

に春のRYLAセミナーの開講式に参加しました。八尾

5/25 公益財団法人 八尾市中小企業勤労者

RACからも受講生が参加しました。また同日の午後か

福祉サービスセンター 御担当

らは、中之島まつりに参加してきました。こちらはBBS
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会が長年にわたり関わっている事業で、とても心あた
幹事 新宮 一誓
例会日 毎週水曜日 午後０時30分－午後１時30分
例会場 八尾商工会議所３Ｆ
創 立 1961（昭和36）年3月28日

たまる活動でした。
この先、今月22日には八尾RACの認証状伝達式が
開催されます。クラブにとって一度きりの事業ですの
で、皆様もぜひご参加をお願いいたします。

そ の 他 の 報 告
▼インターアクト委員会・宮川 清 委員長
金光八尾IACでは、21日にクリーンハイクを開催しま
す。学校付近の道路を歩きながら清掃を行います。お
時間のある方はぜひ、ご参加ください。
また29日には地区インターアクトの新入生歓迎会が
万博公園で開催されます。
▼親睦活動委員会・出口 貴士 委員
本日例会後、春の親睦会を開催します。参加される
方は、バスにご乗車ください。

幹

事

報

告

▼3～5日に春のRYLAセミナーが開催され、会長ほか
で出席いただきました。

▼稲田 賢二・次年度幹事
次週18日の例会終了後、次年度の第4回被選理事
会を開催します。

▼本日例会後、春の親睦会を開催します。
▼21日、金光八尾IACの新入生歓迎事業として、ク

卓

話

リーンハイクが行われます。
▼22日、八尾RACの認証状伝達式がホテルプリム

「ロータリーファミリーを育む」

ローズ大阪で開催されます。

▼地区学友会会長・河田 恵樹 様

▼23日に国際奉仕プロジェクトの贈呈式が開催されま

本日は地区の学友会がどのような組織なのか、皆様

す。

にも知っていただきたいと思い、ご紹介させていただ

▼29日に、地区RACの年次大会が開催されます。

きます。

▼29日、地区IACの新入生歓迎会が行われ、会長ほ

第2660地区の学友会は数年前に発足し、現在は

かで参加いただきます。

100名前後で組織されています。「どんな活動をしてい

▼29日に里親里子の支援事業として、贈呈式が開催

るのか？」と聞かれることも多く、まだまだ十分に認知

されます。会長ほかで出席します。

されていないのが実情です。八尾ＲＣの皆様にも、本
日のこの機会にご理解いただければ、と考えておりま

ビジタ ーご 挨 拶
▼大阪東淀ちゃやまち・戸田 和孝 会員
先日執り行わせていただきました父、戸田孝を偲ぶ
会では、八尾ＲＣに皆様にいろいろとお手伝いをいた

す。
学友会はロータリーの公式の団体で、青少年奉仕プ
ログラムに参加した修了生の同窓会組織です。当地
区では全国に先駆けて、2017年に発足しました。

だき、ありがとうございました。おかげさまで滞りなく終

私がまだ高校生だった2000年、「海外留学したい」と

えることができました。ご挨拶が遅くなりましたが、改め

考えていた時に母がロータリーの交換制度を探してく

て御礼申し上げます。

れました。ロータリーの青少年交換プログラムに応募し、
ブラジルに派遣していただきました。ブラジルのロータ
リアンの皆さんが本当によくしてくださり、私にとっても
人生の大きな経験になりました。
やがて大学に入り恩返しをしようと、ROTEXとしてイ
ンバウンドのサポート役を務めたり、チームRYLAにも

入会しました。そして2012年、吹田RACに入会しまし
た。
学友会は修了生たちがいつでも帰ってきて、集える

▼地区学友委員会・斎藤 清貴 副委員長
（大阪ユニバーサルシティＲＣ）
春のRYLAセミナーを八尾クラブ様でホストいただい

場にしていきたいと考えています。そういう意味では

た際には大変お世話になり、ありがとうございました。

「大きな家」になりたいと思います。学友会の行事とし

また本日も学友の卓話にお呼びいただきまして、あり

ては毎年、交流会と総会を開いています。

がとうございます。

一度プログラムに参加した後、しばらくロータリーから
離れている人もいらっしゃいますが、声をかけると久し
ぶりに出席してくださる方もあり、うれしく思っています。
それでは学友会としてのこれまでの活動を、スライド
でご紹介します。2017年に認証状の伝達式を行い、
その後も交流会などを開いてだんだんとメンバーが仲
良くなっていきました。
毎年の総会ではこれまで、錚々たる方々に講演をし

ニ コ ニ コ 箱

ていただきました。それぞれ単体の活動では限界があ

▼戸田和孝様（大阪東淀ちゃやまちＲＣ） 先日は父

りますが、ふだんめったに聞けない人の話が聞ける、

戸田 孝を偲ぶ会で大変お世話になりありがとうござ

貴重な機会となっています。また講演後の交流会では

いました。

名刺交換もできる、私たちにとっては信じられないよう

▼斎藤清貴様（大阪ユニバーサルシティＲＣ） 本日

な機会です。

は卓話ご依頼いただきありがとうございます。貴クラブ

FM COCOLOのDJの方などにも講演していただきま

の青少年奉仕にはいつも感心しております。宜しくお

した。また学友会としての、新しい試みも行っています。

願いします。

先日は「eスポーツ大会」を開催しました。コロナ禍で

▼田中会長 本日のハイブリット例会参加頂きありがと

大勢が集まることが難しい中、オンラインでゲームをし

うございます。ゲスト、米山奨学生ウアール，ミナ ミネ

てメンバーがつながりました。ガバナー事務所からオ

ア アレクサンドラ様、リアル出席です。本日のビジ

ンラインで、ぷよぷよのゲームをするという、少し珍しい

ター卓話者大阪ユニバーサルシティRC、2660地区学

光景でした。

友会会長河田恵樹様、学友委員会副委員長斎藤清

また今月21日には、今年度の総会を予定しています。

貴様、本日宜しくお願いします。元八尾RC今西様、こ

ハイブリッドで開催しますので、先日のRYLA受講生な

ども食堂への支援ありがとうございます。

ども含めてぜひ、ご参加ください。今後も学友会として

▼児林副会長 ゴールデンウイーク開けて本格稼働

も、積極的に取り組んでまいりますので、ロータリアン

ですね！本日春の親睦会欠席お許し下さい。また５

の皆様もどうか青少年奉仕に力を注いでいただけると

月１３日鹿児島ロータリークラブ例会参加して参ります。

ありがたいと思います。

４月の例会欠席メークでお許し下さい。本日卓話地区
学友会河田会長様楽しみにしております。ズーム参加
お詫び！
▼新宮幹事 地区学友会会長河田恵樹様、本日卓
話宜しく御願いします。例会終了後親睦委員会の皆
様お世話お掛けします。宜しく御願いします。
▼松本会員 在籍内祝い。
▼寺坂会員 親睦会欠席申しわけありません。
▼山本（勝）会員 一杯お金取られました。在籍内祝

い。

▼出口会員 41歳になりました。元気にガンバリマス！誕

▼稲田会員 本日卓話河田学友会会長、よろしくお

生内祝い。

願いします。斎藤地区学友委員会副委員長、例会参
加ありがとうございます。
▼宇野会員 長期休み申し訳ありません。先週伏尾ゴ
ルフでエージシュートしました。（グランドシニアティー
ですが）
▼飯田会員 本日親睦旅行、宜しくお願いします。
▼柏木会員 松井さん、鍋島さん、お世話になりまし
た。福村さん、ありがとうございました。本日、会議の為、
親睦会欠席おわび。

理事会議事録

▼山陰会員 次年度ＳＡＡ委員会の皆様、今日はあり
がとうございました。

日時：２０２１年５月１１日（水）
承認事項

▼澁谷会員 親睦委員会のみなさんお世話に成りま
す。
▼長竹会員 本日、親睦旅行楽しみです。
▼吉田会員 親睦委員会のみな様、本日よろしくお願
いします。早退。

1.議事録
2.会計報告
3.ネットバンキング（大阪シティ信用金庫）
導入の件
4.社会奉仕委員会 里親・里子支援事業

▼宮川会員 バッジ忘れお詫び。
▼野村会員 親睦委員会の皆さん、本日よろしくお願

（プログラミング教育機材寄贈）の件
5.八尾をきれいにする運動推進本部へ

いします。バッジ忘れお詫び。
▼西村会員 完封シャットアウト・・・負け。誕生内祝い。

の本部委員派遣について

▼小谷会員 本日の親睦旅行よろしくお願いします。

6.退会（小林会員・奥谷会員・北野会員・

誕生内祝い。

竹原会員）の件

▼福田会員 今日の遠足楽しみです。

7.お見舞金（児林会員、森島事務局員）

▼友田会員 春のライラが無事盛会に終了しました。

の件

多くの参加ありがとうございました。又、秋のライラが９

8.6/1新旧合同理事会

月２３日～２５日に成ります。よろしくお願いします。

9.５月末活動報告書、活動計画書提出

▼曽家会員 地区学友会会長河田様、学友委員会

10.6/8大谷ガバナー補佐来訪 新旧合

副委員長斎藤様ようこそいらっしゃいました。

同３役

▼原田会員 本日もよろしくお願いいたします。良い
事がありますように！
■ 出席報告
うち出席規定
メーク 確定
月日 会員数 出席 適用免除者 出席率 アップ 出席率
4/20

67

44

9

77.19％

4/27

67

42

9

76.36％

5/11

67

35

6

67.31％

八尾ロータリークラブ会報

0 77.19％

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

クラブ広報委員会

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

