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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

●表敬訪問ご挨拶

　　　大阪柏原ＲＣ

　　　　会長　檀野　隆一　様

　　　　幹事　山田　恭子　様

　　　八尾東ＲＣ

　　　　会長　堀内　伸也　様

　　　　幹事　上山　惣太　様

●出席報告

●直前会長・副会長・幹事へバッジ贈呈

●会長・副会長・幹事へバッジ贈呈

●在籍表彰

会員年次表彰

　在籍27年　山本昌市会員　

　在籍19年　飯田寛光会員

　在籍19年　吉本憲司会員

　在籍16年　新宮一誓会員

　在籍16年　山陰恭志会員

　在籍12年　野村俊隆会員

　在籍11年　児林秀一会員

　在籍  4年　大橋裕之会員

　在籍　3年　佐々木洋会員

　在籍　3年　倉内雅寛会員

　在籍　3年　鍋島圭太会員

　在籍  1年　竹中浩人会員

　在籍　1年　浦上健司会員

　在籍　1年　倉角和弥会員

　在籍　1年　田中康貴会員

　在籍　1年　出口貴士会員

●お誕生日御祝い

　大橋裕之会員・井川孝三会員・

　菅野茂人会員・原田達也会員

●委嘱状伝達

　諮問委員会　委員　松本新太郎会員

　職業奉仕委員会　　委員長　小谷逸朗会員

第2927回  例会  プログラム

国際ロータリー　テーマ

イマジン ロータリー
  国際ロータリー 会長　ジェニファー E. ジョーンズ

国際ロータリー　第2660地区　テーマ

大阪のロータリー 100周年を祝おう！
  国際ロータリー  第2660地区 ガバナー　宮里　唯子

八尾ロータリークラブ テーマ　　持続可能なロータリーへ　会長　吉本　憲司



　ロータリー財団委員会　資金管理小委員会

　　委員長　相馬康人会員

　RYLA委員会　委員長・

　青少年奉仕統括委員会　委員　友田　昭会員

　インターアクト委員会　委員長・

　青少年奉仕統括委員会　委員　曽家清弘会員

　ローターアクト委員会 副委員長 児林秀一会員

　ローターアクト委員会　委員　大槻恭介会員

●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

　　「会長所信表明」　

　　　　吉本　憲司　会長

　　「就任挨拶」

　　　　稲田　賢二　幹事

　　　　大槻　恭介　副幹事

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

7/13　「活動計画」

クラブ管理運営委員会　長竹　浩委員長　　　　　　

職業奉仕委員会　野村俊隆委員長

社会奉仕委員会　富田　宏委員長

国際奉仕委員会　鍋島圭太委員長

青少年奉仕委員会　宮川　清委員長

　　　　　　　　　　

7/20　　「活動計画」

ＳＡＡ委員会　山陰恭志委員長

会員増強委員会　松井良介委員長

出席委員会　原田達也委員長

親睦活動委員会　田中康正委員長

越中八尾委員会　澁谷登志和委員長

プログラム委員会　相馬康人委員長

クラブ研修委員会　松本新太郎委員長

クラブ広報委員会　谷口善紀委員長

7/27　「活動計画」

ロータリー財団委員会　平尾貴英委員長

インターアクト委員会　竹中浩人委員長

ローターアクト委員会　曽家清弘委員長

米山奨学委員会　　福村修一委員長

クラブ戦略計画委員会　井川孝三委員長

　いよいよ本日で、最後の会長の時間です。ここで富

田出席委員長から提案のありました100％例会出席の

表彰を行いたいと思います。

　まずホームクラブ100％出席は、相馬・西村・吉本・

竹中・曽家・新宮会員です。続いてメークアップを含む

100％出席は、大槻・加藤・児林（秀）・田中（貴）・富田

会員です。おめでとうございます。次年度も一人でも

多く、皆出席を目指してください。

　そして本日お配りしております、河内家菊水丸さん

のCDは、山口会員よりご提供いただきました。ぜひお

聴きください。

▼一年間、ありがとうございました。

▼児林　秀一　副会長

　フィリピンのセブ島で台風の被害を受けた船の修理

が完成しました。24日に現地へ視察に訪れ、試乗して

まいりました。これで支援事業が完了しました。

▼職業奉仕委員会・福田　隆教　委員長

　皆様にご協力いただいたアンケートの結果が、まとま

りました。本日例会後、勉強会を開催します。

▼次年度親睦活動委員会・新宮 一誓 副委員長

　7月13日に恒例の初親睦旅行を行います。奈良方

面を訪れ、金魚ミュージアムを見学後、郡山の城跡を

見学します。夕食はル・ベンケイでフランス料理をお

楽しみいただきます。奮ってご参加ください。出欠を

本日回覧いたします。

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告

会　長　の　時　間



▼稲田　賢二　次年度幹事

　来週より次年度です。よろしくお願いします。なお次

年度の例会出欠確認は、前の週に回覧しますので、

ご協力をよろしくお願いいたします。

「１年を振り返って」

▼曽家　清弘　副幹事

　会の進行と、理事会の議事録が主な仕事でした。しゃべる

のが苦手で、ご迷惑をかけたこともありましたが、いろいろな

勉強させていただいたと思います。おかげさまで何とか、一

年を終えることできました。一年間、ありがとうございました。

▼新宮　一誓　幹事

　一年間ありがとうございました。このところはコロナもようやく

回復の兆しを見せており、例会も通常開催へ戻ってきており

ますが、一年の間には難しい決断を迫られることもありました。

　しかし何とか例会を開催できたことは、うれしく思います。今

年度は８名の会員増強をしましたが、退会者も相次ぎました。

退会の理由を尋ねると、やはり「コロナで会員との関係が希

薄になってしまった」との意見もございました。やはりリアルの

例会開催と、親睦の大切さを改めて実感しました。次年度は

親睦活動委員会で奉仕させていただきます。一年間、いろ

いろなことを学ばせていただき、ありがとうございました。

▼田中　康正　会長

　今年度の活動報告を、まずは動画にまとめましたのでご覧

ください。皆様のご協力があって、無事一年を終えることがで

きました。コロナ禍でハイブリッド例会を実施し、SAAの皆さん

には朝早くから会場の設営をしていただき、ありがとうござい

ました。またニコニコも目標金額を達成できました。

　そして米山奨学生のウアール・ミナ・ミネア・アレクサンドラさ

んは、ローターアクターとも交流したりしてくれています。

　プログラム委員会では、内外から幅広い卓話者を紹介して

いただきました。小谷委員長を中心に、頑張っていただきま

した。会員増強では皆さんに頑張っていただき８名増強しま

したが、一方で９名が退会されました。次年度以降も引き続き、

力を注ぎたいと思っています。

　リーダー研や里親支援など、コロナで中止となった事業もあ

りましたが、アーテックロボを寄贈するなど相馬委員長、あり

がとうございました。９月には金光八尾へ、冷感マスクを寄贈

しました。インターアクトでは新入生歓迎会や年次大会など

が開催されました。その他、クラブでの研修会や忘年家族会

ではオール阪神・巨人さんをお招きして奇跡的なタイミング

で開催することができました。

　新年になってからはコロナが再流行し、初例会も中止となり

ました。職業奉仕はこのあとも、勉強会を行っていただきます。

ロータリー財団ではポリオやベネファクターの目標を達成して

いただきました。

　会長の指名を受けてから皆さんにも役職を快く引き受けて

いただき、いろいろと経験させていただきました。残念ながら

戸田会員を偲ぶ会を開催することになりましたが、一方で八

尾RACの認定状伝達式を、私の息子が会長の年にできたこ

とは、とてもうれしく思います。

　森島事務局にも、お世話になりました。来年３月まで、よろ

しくお願いいたします。そして急遽助けていただくことになっ

た栗正さんも、ありがとうございました。

　三役にはとても恵まれたと思っています。新宮幹事には私

と会員の皆様との良いクッションになってもらいました。児林

副会長にも、いろんな発想で助けていただきました。次々年

度も、よろしくお願いいたします。

　この一年、これまでの人生にないくらいの経験をさせていた

だきました。一年間ご協力いただき、ありがとうございました。

▼田中会長　本日最終例会にご出席頂きありがとうございま

す。本年度、皆様に大変お世話になり、ご理解・ご協力頂き

何とか会長職を務めることができました。心よりお礼申し上げ

ます。会長最後の卓話、ご清聴宜しくお願いいたします。

▼児林副会長　田中会長、一年間本当にお疲れさまでした。

皆様のおかげでニコニコ達成致しました。有難う御在居まし

た。一年間皆様本当におつかれ様でした。

▼新宮幹事　一年間ありがとうございました！！

▼佐野会員　一、田中会長と執行部の皆様、ありがとうござ

いました。すばらしい実績です。一、松下先生ありがとうござ

いました。42年間八尾ＲＣ例会をすばらしいお声とピアノ楽し

かったです。お元気で又お顔を出してください。

▼松本会員　ＳＡＡの皆様お世話になりました。

▼居相会員　田中会長と執行部と理事の皆様お疲れ様でし

た。無事着岸おめでとうございます。在籍祝

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 ▼ 谷口　善紀　　副委員長 ▼ 菅野　茂人
委　  員 ▼ 居相・原田・田中（貴）・児林（健）

▼寺坂会員　今年1年にこにこ御協力頂きましてまことに有難

とうございました。お陰様で目標達成致しました。

▼山本（昌）会員　田中会長、この1年間大暴れ！出来ました

でしょうか？1年間役員の方々、ありがとうございました。

▼山口会員　キャッシュレス音頭CD出来上がりました。ご笑

納下さい。キャッシュレス納税は便利です。

▼山本（勝）会員　最後の例会、お疲れ様でした。栗正様、

御苦労様でした。

▼中川・井川・飯田会員　田中会長はじめ執行部の皆様、一

年間お疲れ様でした。

▼吉本会員　本年度も皆様お世話になりました。田中会長、

お疲れ様でした。栗正様、いろいろありがとうございました。

▼柏木会員　田中会長、児林副会長、新宮幹事、曽家副幹

事様、最終例会おめでとうございます。理事役員の皆様、一

年間お疲れ様でした。佐々木先生、先日はありがとうござい

ました。

▼濵岡会員　会長はじめスタッフの方々、一年間大変お疲

れ様でした。何一つお役に立てず、申し訳ありません。お世

話になりました。有難うございました。

▼松井会員一年間お疲れ様でした。熱意を感じる1年でした。

▼山陰会員　一年間お世話になりありがとうござました。次年

度も宜しくお願いいたします。

▼澁谷会員　田中会長、一年間ご苦労様でした。

▼長竹・野村・西村・大槻・倉内・鍋島・福村会員　一年間あ

りがとうございました。

▼吉田会員　田中会長、児林副会長、新宮幹事、曽家副幹

事、一年間お疲れ様でした。

▼宮川会員　本日の卓話、よろしくお願い致します。

▼小谷会員　1年間ニコニコにご協力頂きましてありがとうご

ざいました。

▼大熊会員　1年間お疲れ様でした。

▼福田会員　最終例会、皆様お疲れ様でした！

▼富田会員　今期最終例会、一年間出席委員会、ありがとう

ございました。

▼相馬会員　今年度、ありがとうございました。田中会長、児

林副会長、新宮幹事、おつかれさまでした。次年度も宜しく

お願い致します。

▼北野会員　八尾ロータリークラブのみなさま、在籍中はお

世話になりありがとうございました。

▼曽家会員　皆様、一年間有難うございました。慣れない司

会で申し訳ございませんでした。来年も宜しくお願いします。

又、卓話（会長・幹事・副幹事）楽しみにしています。

▼大橋会員　今年度も終わり、さびしいなぁ。ニコニコ達成、

コロナ終息、景気良くなるように！

▼谷口会員　田中会長はじめ執行部の皆様、各員会の皆様、

一年間有難うございました。

▼佐々木会員　田中会長、御苦労様でした。

▼原田会員　良い事がありますように！

▼児林（健）会員　先日は、家内の誕生日のお花、ありがとう

ございました。田中会長、一年間お疲れ様でございました。

ありがとうございます。有意義な一年になりました。

▼浦上会員　一年間お世話になりました。いろんな卓話が聞

けて楽しかったです。

▼出口会員　ロータリーに入会させて頂き、素晴らしい方達

と出会えて、感謝。

▼加藤会員　初めての最終例会。次年度も楽しみです。今

年度もありがとうございました。

▼倉角会員　田中会長、１年間お疲れ様でした。引き続き次

年度もお世話になります。

▼田中（貴）会員　一年間ありがとうございました。

▼竹中会員　親睦委員の皆様、お弁当のお手伝いありがとう

ございました。そして田中会長、一年間お疲れ様でした。

▼北山会員　入会年度、本当に楽しませて頂きました。田中

会長、お疲れ様でした！！

■会長より花束贈呈

●松下恵子先生へ

■ 出席報告

月日

6/15

6/22

6/29

会員数

67

67

67

出席

46

39

52

うち出席規定
適用免除者

9

8

13

メーク
アップ

1

出席率

83.64％

72.22％

88.14％

確定
出席率

85.45％
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