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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「四つのテスト」

●ビジターの紹介

●出席報告

●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」

　　　ＳＡＡ　山陰　恭志　ＳＡＡ

　　　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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

　本日例会後、今年度の初親睦会を開催します。親

睦活動委員会の皆様、お世話になりますがよろしくお

願いいたします。また事務局の山本さん、ピアノ演奏

の別府さんに加え、昨年度末まで事務局を助けてい

ただいた栗正さんにも慰労の意味を込めご参加いた

だきます。

　新型コロナの大阪モデルが今週から黄信号に変わり

ましたので、皆様油断せずに対策の徹底をお願いい

たします。

第2929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

会　長　の　時　間



　会報に理事会の議事録を掲載しておりますが、残念

ながら藤田会員が退会されました。今年度は会員数

60名でのスタートとなります。また一方で、２名の入会

手続きを進行中です。新たに八尾ＲＣに迎えるべき新

会員の候補がおられましたら、どうぞご推薦ください。

▼12日に大阪柏原ＲＣへ会長・幹事で表敬訪問し

ました。

▼15日には八尾東ＲＣへ会長・幹事で、20日には

大阪フレンドＲＣへ副会長が、それぞれ表敬訪問し

ます。

▼27日の例会後、ガバナー補佐をお迎えしてクラ

ブ協議会を開催します。

▼元会員の三木様から、お菓子をいただきました。

お召し上がりください。

▼理事会の議事録を会報に掲載しています。残念

ながら藤田会員が退会されました。

▼次週の食事は、節約弁当とさせていただきます。

▼新型コロナの大阪モデルが黄信号となりましたの

で、次週の例会からはZoomでもご参加いただける

ようにいたします。

▼八尾中央ＲＣ・松尾 汎 会長、露原 行隆 幹事

　新型コロナは今週、大阪モデルが黄信号に変わりま

した。ウイルスの株も変化して、症状も変わってきてい

ます。当クラブは少人数ですが、今年度で40周年を迎

えます。今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。

▼大阪フレンドＲＣ・

　　　岡　賢一　会長、森嶋　林太郎　幹事

　昨年度は当クラブの創立23周年の式典に田中直前

会長ほかのご臨席をいただき、ありがとうございまし

た。私どものクラブは入会５年未満の会員が約半数を

占めておりますが、日頃からいろいろとお支えいただ

いており、ありがとうございます。またボクシングや八尾

RACの活動にも参加させていただいており、お世話に

なっております。

　今年度もよろしくお願いいたします。

▼クラブ広報委員会・谷口　善紀　委員長

　ＲＩ会長メッセージでは今年度のジェニファー・ジョー

ンズ会長が「ストーリーを発信しよう」と呼びかけておら

れます。また第2660地区の宮里唯子ガバナーの横顔

も紹介されています。

　このほか「ポストコロナの生命哲学」の講演記録が収

録されています。興味深い内容ですので、ご一読くだ

さい。

▼池尻　誠　会員

　八光殿様の駐車場を利用させていただけるようご了

解いただきましたので、商工会議所が満車の際はご

利用ください。

▼ローターアクト委員会・曽家　清弘　委員長

　17日に地区RACの献血が行われます。また25日に

は八尾RACの例会が開催されます。

▼親睦活動委員会・新宮 一誓 副委員長

　本日例会後、今年度の初親睦会を開催します。

そ の 他 の 報 告

ロ ー タリ ー の 友 　 紹 介

表 敬 訪 問 　 ご 挨 拶

幹　事　報　告



「活動計画」

▼職業奉仕委員会・野村　俊隆　委員長

　職業を通して貢献するひとづくりがロータリーの根幹と

考えますが、なかなかそれが難しいのが実情でもあります。

地区の研修でも「内なるひとづくりと、外なるひとづくり」と

いう話がありました。

　これなら自分たちにも何かできるのでは、と考え、今年

度はひとづくりにこだわってやってきたいと思っておりま

す。新型コロナの影響で新入会員の交流も少ないので、

その対策も考えてまいります。

　またフォーラムを開催し、会員を講師に招き語ってもら

いたいと思います。さらに炉辺会議も開催し、他の会員の

職業にまつわる話を聞くことができる機会を設けていきま

す。若い会員は特に、先輩会員の職業に関する話が聞

きたいのではないかと思います。

　こうした内容で、他の委員会とも連携しながら活動して

まいります。

▼社会奉仕委員会・富田　宏　委員長

　イルミネーション事業は、八尾ＲＡＣへ移管していき

たいと考えています。そして八尾ＲＡＣの看板事業に

育てていただき、会員増強にも役立ててほしいと思い

ます。ローターアクターの若い感性で、この事業をさら

に発展させていってほしいと思っています。

　また高齢者施設でのもちつきも、例年どおり行ってま

いります。

　そして「自然の中で」や輝、こども食堂をリンクさせ、

IAC、RACとも連携して各事業を発展、拡充していきた

いと考えています。

　さらに新型コロナ対策の事業も検討してまいります。

一年間、よろしくお願いいたします。

▼国際奉仕委員会・鍋島　圭太　委員長

　市内在住の外国人の少年少女を、スポーツを通じて

支援できないか、検討してまいります。他の委員会とも

連携しながら、委員会としてできることを探ってまいりま

す。

　またウズベキスタンなどで現地と何かつながりを持て

ないか、模索していきたいと考えています。

　そして今後の情勢にもよりますが、ウクライナへの支

援もどのようなことができるのか、検討してまいります。

▼青少年奉仕委員会・宮川　清　委員長

　金光八尾の建学の精神を参考に、人の心を育て、

奉仕の精神を養い、青少年を育成してまいります。人

材を育て、逸材を輩出することができるよう、各活動に

参加、協力してまいります。

　いろいろとやることがありますが、インターアクトや

ローターアクト、そして教育委員会の事業にも参加し

てまいります。

　また米山奨学事業についても推進し、寄付金目標

の達成を目指します。そして少年サッカー大会へも協

力してまいります。

▼クラブ管理運営委員会・長竹　浩　委員長

　５大奉仕の一つ、クラブ奉仕を担当します。７つの委

員会と連動して、活力あるクラブ運営を目指します。

　ところで今年は３年に一度の規定審議会が開かれる

年で、先日もオンラインで地区の報告会が開かれまし

た。

　まず「ＤＥＩ（多様性、公平さ、インクルージョン）」推進

の意識づけ徹底の必要性が説明され、標準ロータ

リー定款や細則に関わる変更点が報告されました。以

下に採択された主な項目を挙げます。

①　クラブ理事会が議事録を会員に提供する期限を

卓 　 　 話



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）

改正する件(60日→30日)

②　会員がクラブの所在地域に住居又は事業所を有

する要件を削除する件

③　正会員がどのクラブに対しても入会候補者を推薦

できるようにする件

④　衛星クラブの会員資格の規定を修正する件

⑤　人頭分担金を増額する件

⑥　積極的平和を含めるよう奉仕部門を改正する件

⑦　ローターアクターがロータリークラブの例会に出席

することを許可する件

⑧　出席報告の提出義務を撤廃する件

⑨　出席規定の免除手続きの規定を改正する件

　なお、これらの変更を反映した新しい「日本語版手

続要覧」が、１０月頃に発行される予定です。

▼大阪フレンドRC様　よろしくお願いいたします。

▼吉本会長　本日の初親睦会、よろしくお願いいたし

ます。

▼長竹副会長　本日、親睦委員会の皆様、宜しくお

願い致します。

▼稲田幹事　八尾中央RC、大阪フレンドRC、会長・

幹事様、表敬訪問ありがとうございます。本日、親睦

旅行お世話になります。

▼寺坂会員　4回目のワクチン接種が済みました。副

反応はありませんでした。

▼山本（昌）会員　本日、初親睦会よろしく！私も昭和

29年生まれです。残念です。

▼中川会員　良い事がありますように。

▼山本（勝）会員　親睦旅行お世話になります。

▼宇野会員　例会欠席お詫び。写真ありがとう。

▼濵岡会員　本日の親睦旅行よろしくお願い致します。

▼柏木会員　吉本会長、先週の方針発表はすばらし

かったです。パワーポイントを使ったお堅い発表では

なく、2/3は女性の話でしたね。長竹副会長も楽しみ

にしています。本日の初親睦会のベンケイは皇室御

用達フレンチレストラン。会費の3～4倍はするらしいで

す。360万円のロマネコンティをビンゴで当てたいです。

▼新宮会員　本日、親睦旅行よろしくお願いします‼

▼山陰会員　親睦旅行よろしくお願いします。楽しみ

です。

▼宮川会員　本日の親睦旅行よろしくお願い致します。

▼野村会員　卓話よろしくお願いします。

▼児林（秀）会員　本日初親睦会よろしく御願い致しま

す。

▼西村会員　今年度も宜しくお願いします。完封

シャットアウト～まけ↓

▼小谷会員　先週は事情があって欠席しました。今週

から出席します。よろしくお願いします。

▼大槻会員　親睦委員会の皆さんお世話になります。

▼相馬会員　本日遅刻のお詫び。

▼友田会員　秋のRYLAセミナーの登録、参加よろしく

お願いします。

▼曽家会員　活動計画発表楽しみにしています。又、

親睦委員会のみなさん、本日よろしくお願いします。

▼平尾会員　本日親睦旅行よろしくお願いします。

▼大橋会員　在籍内祝い。誕生内祝い。

▼佐々木会員　コロナやばくなってきましたね。飲み

会も制限かかるでしょうね。残念です。在籍内祝い。

▼鍋島会員　国際奉仕委員長、力不足ですががんば

ります。

▼福村会員　よいことがありました。

▼谷口会員　本年度初親睦、宜しくお願いします。安

倍元首相、ご冥福をお祈りします。次週、7/20先代命

日の法事の為、欠席します。

▼原田会員　良い事がありますように！

▼出口会員　よいことがありました。

▼浦上会員　本日、宴会でメイン司会を担当させてい

ただきます。お手やわらかにお願いします。

■ 出席報告

月日

6/29

7/6

7/13

会員数

67

60

60

出席

52

42

42

うち出席規定
適用免除者

8

12

12

メーク
アップ

0

出席率

88.14％

78.18％

81.82％

確定
出席率

88.14％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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