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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「我等の生業」

●ビジターの紹介

●表敬訪問ご挨拶

　　　八尾中央RC

　　　　会長　松尾　汎　様

　　　　幹事　露原　行隆　様

　　　大阪フレンドRC

　　　　会長　岡　賢一　様

　　　　幹事　森嶋　林太郎　様

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　　クラブ広報委員会　谷口　善紀　委員長

●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　　「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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

　　　　　　　　　　

7/20　　「活動計画」

　ＳＡＡ　山陰恭志ＳＡＡ

　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

　米山奨学会委員会　福村修一委員長

　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

第2928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



7/27　　「活動計画」

　会員増強委員会　松井良介委員長

　クラブ広報委員会　谷口善紀委員長

　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

　クラブ戦略計画委員会　井川孝三委員長

　ロータリーの新しい年度が始まりました。皆様この一

年間、それぞれにロータリーライフをお楽しみくださ

い。

▼12日、大阪柏原RC様へ会長・幹事で表敬訪問

します。

▼10月18日「大輪会」ゴルフコンペの案内が届いて

おります。

▼次週例会後、初親睦会を開催します。

▼4日、八尾RACの新年度初例会に、会長ほか8名

で出席しました。

▼ロータリー手帳が届いております。お申込みされ

た方は、お受け取りください。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼大阪柏原ＲＣ・檀野隆一会長、山田恭子幹事

　本日は新年度初例会のご開催、おめでとうございま

す。当クラブは八尾ＲＣ様創立の９年度、1970年に設

立されました。今年度も増強を中心に頑張ってまいり

たいと思います。よろしくお願いいたします。

▼八尾東ＲＣ・堀内伸也会長、上山惣太幹事

　今年は創立50周年を迎えます。昨年度から準備を

進めておりますが、おめでたい年度にしたいと思って

おります。事務局も含めお世話になりますが、よろしく

お願いいたします。

▼八尾ＲＡＣ・川口哲生幹事

　今年度で３年目を迎えます。イルミネーションの移管

などに取り組んでまいります。これからもよろしくお願

いいたします。

▼ウアール ミナ ミネア アレクサンドラ様

　このところようやく大学の授業なども、だんだんと行わ

れるようになってきました。先日は米山の総会にも参

加させていただき、とても勉強になりました。これからも

よろしくお願いいたします。

▼親睦活動委員会・新宮 一誓 副委員長

　次週の例会後、日帰りの親睦旅行を開催します。奈

良方面を訪問、ル・ベンケイで食事を楽しみます。どう

ぞご参加ください。

そ の 他 の 報 告

米 山 奨 学 生 より

表 敬 訪 問 　 ご 挨 拶

幹　事　報　告

会　長　の　時　間



「所信表明」

▼吉本　憲司　会長

　今年度、会長を務めさせていただきます。一年間よろし

くお願いいたします。本日のニコニコ箱では、会員の皆様

から本年度に対する多数の応援をいただき、ありがとうご

ざいます。ご期待に沿えるよう、努力してまいります。

　さて新年度にあたり、いくつか模様替えをしております。

　まずピアノの演奏は本日から、大阪経済法科大学の別

府遥さんにお願いしております。長年お務めいただいた

松下恵子先生が昨年度末で勇退されたことに伴い、SAA

に同大学で募集していただきました。

　わずか１ヶ月ほどの短い準備期間でしたが、ロータリー

ソングも含め本日のデビューに間に合わせてくださいまし

た。これからは例会前後のBGMも含めて演奏をお願いし

ております。ピアノの生演奏で、例会場の素敵な雰囲気

を演出していただくよう、期待しております。

　なお会員の皆様にはセクハラ、パワハラなどにはご注意

くださいますよう、自覚ある言動をお願いいたします。軽

率な振る舞いはどうぞ、ご遠慮ください。

　また今回のご縁をきっかけに、八尾市内で唯一の大学

である大阪経済法科大学さんと八尾ＲＣとの連携なども

今後、いろいろとお考えいただければと思います。大学

生の皆さんの八尾ＲＣの事業への参加をはじめ八尾ＲＡ

Ｃとの連携やＲＹＬＡセミナーの受講生募集などの展開も

可能性があるのではないでしょうか。

　次に事務局も大きく変わります。森島さんは重症化リス

クを避けるため、来年３月の定年退職まで在宅勤務として

いただきます。かわって八尾東ＲＣの山本さんに、八尾Ｒ

Ｃの事務局も兼務していただきます。

　当クラブの事務局に月～金で常駐していただきますが、

八尾東様の例会がある金曜お昼は、例会場へ外出され

ます。また八尾東様の業務を優先していただきますので、

会員の皆様はできるだけ事務局員の負担軽減にご協力

をよろしくお願いいたします。

　また事務局の室内も、少しずつ片付けてまいります。こ

れまで足の踏み場もないような状況でしたが、ロータリー

の友の古いバックナンバーなど不要なものを整理し始め

ています。事務局の業務も室内も、できるだけキレイな形

にして、次年度へ引き継ぎたいと思っております。

　そしてもう１点、会場前方の国旗を、縦長から横長に変

更させていただきました。国旗は横長に掲揚するのが正

式なのだそうで、これまでなぜか縦長だったのを変更させ

ていただきました。

　そして今年度の国際ロータリーのテーマは、「イマジン 

ロータリー」であります。また第2660地区のテーマは「大阪

のロータリー100周年を祝おう！」、そして当クラブのテー

マは「持続可能なロータリーへ」とさせていただきました。

これらのテーマに沿って一年間、活動を展開してまいりた

いと思います。よろしくお願いいたします。

「就任ご挨拶」

▼稲田　賢二　幹事

　入会から長い年月が経過しましたが、ようやく幹事を

務めさせていただくことになりました。会長を支えなが

ら、皆さんのロータリーライフが充実するよう、努めてま

いりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

▼大槻　恭介　副幹事

　副幹事として、例会の司会を務めさせていただきま

す。スムーズな進行を心がけてまいりますので、皆様

のご協力をよろしくお願いいたします。

▼三木　由貴男様　3年間ありがとうございました。後任の

安田をよろしくお願いします！

▼吉本会長　一年間よろしくお願いいたします。在籍内

祝い。

▼長竹副会長　たくさんの御来訪ありがとうございます。

▼稲田幹事　新年度初例会よろしくお願い致します。

▼佐野会員　吉本新会長並びに執行部の皆様おめでと

うございます。ご活躍お祈りしています。

▼松本会員　お世話になります。吉本チームの皆様、お

身体に気をつけて。八尾ロータリー発展のため力を貸し

て下さい。お願い致します。

▼居相会員吉本新執行部の出航をお祝い申し上げます。

▼池尻会員　吉本さん健康にご留意され1年間頑張って

下さい。

▼山本（昌）会員　吉本新会長、船出おめでとう。吉本新

喜劇のように楽しく1年間頑張って下さい！在籍内祝い。

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）

▼中川会員　吉本会長、長竹副会長、稲田幹事、1年間

よろしく。

▼山本（勝）会員　吉本会長、今年度よろしくお願い申し

上げます。理事の皆様、頑張って下さいませ。

▼井川会員　吉本会長はじめ理事、役員の皆様、一年

間よろしくお願いします。

▼菅野会員　初例会おめでとうございます。一年ガンバッ

テ下さい！誕生内祝い。

▼宇野会員　例会欠席お詫び。

▼濵岡会員　度々欠席するやもしれませんが、今年度も

何卒宜敷く御願い致します。

▼松井会員　吉本年度がんばりますよー！このニコニコ

は平尾会員から得た収益金です。平尾会員ありがとう。

▼新宮会員　昨年度は一年間ありがとうございました。今

年度も宜しくお願いします。在籍内祝い。

▼山陰会員　一年間気持ち良く例会出席いただけるよう

努めます。皆様ご協力お願いいたします。在籍内祝い。

▼澁谷会員　吉本新会長ガンバッテ下さい。

▼吉田会員　新年度おめでとうございます。

▼宮川会員　初例会おめでとうございます。

▼野村会員　新年度よろしくお願いします。大槻副幹事、

司会がんばって下さい。在籍内祝い。

▼相馬会員　吉本年度、スタートおめでとうございます。

ご夫人誕生日。

▼児林（秀）会員　初例会お目出とう御座居ます。吉本会

長、一年がんばって下さい。在籍内祝い。ご夫人誕生日。

▼大熊会員　初例会おめでとうございます。1年間よろし

くおねがいします。

▼友田会員　吉本年度開始です。おめでとうございます。

ご夫人誕生日。

▼曽家会員　新年度、吉本会長、長竹副会長、稲田幹

事おめでとうございます。今年1年よろしくお願い致します。

▼大槻会員　一年間、司会を担当させて頂きますので宜

しくお願いします。

▼平尾会員　田中直前会長お疲れさまでした。吉本会長、

今年度よろしくお願いします。

▼倉内会員　在籍内祝い。よいことがありました。

▼鍋島会員　新たな1年がんばります!!在籍内祝い。

▼福村会員　素晴らしい年度の始まりに感謝いたします。

よいことがありました。

▼谷口会員　吉本会長はじめ執行部の皆様、一年間宜

しくお願い致します。

▼竹中会員　新年度、皆様よろしくお願いします。在籍内

祝い。

▼原田会員　本年度出席委員会 委員長をさせて頂きま

す。皆様方よろしくお願いいたします。

▼浦上会員　吉本会長、一年間宜しくお願い致します。

在籍内祝い。

▼倉角会員　吉本会長、本年度も何卒よろしくお願い申

し上げます。在籍内祝い。

▼田中（貴）会員　初年度、1年間よろしくお願いします。

▼出口会員　今後とも、よろしくお願い致します。在籍内

祝い。ご夫人誕生日。

▼児林（健）会員　吉本会長、1年間どうぞよろしくお願い

申し上げます。

■ 出席報告

月日

6/22

6/29

7/6

会員数

67

67

60

出席

39

52

42

うち出席規定
適用免除者

9

8

12

メーク
アップ

0

出席率

72.22％

88.14％

78.18％

確定
出席率

72.22％

日時：２０２２年６月３０日（木）

承認事項

1.退会の件（藤田隆司会員）

持ち回り理事会議事録

日時：２０２２年７月６日（水）

承認事項

1.上半期会費請求書の件

2.新入会員の件（安田知生様・水野清慈様）

3.インターアクト国内研修支援金の件

4.6/29（リハーサル開催に伴う）職業奉仕勉強

会室料の件

理事会議事録
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