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国際ロータリー 会長 ジェニファー E. ジョーンズ
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 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

第2930回 例会 プログラム

会長

吉本

憲司

●閉会 「点鐘」

●開会 「点鐘」
●ロータリーソング 「それでこそロータリー」
●ビジターの紹介

■卓話予告

RI第2660地区IM第4組
ガバナー補佐 伴井 敬司様（大阪難波RC）
ガバナー補佐エレクト
横田 孝久様（東大阪RC）

8/3 認知症相談支援・研修センター結
石川 進 センター長
（仮題）「認知症の方とつきあう」

●出席報告
●その他の報告

認知症の方の行動はなかなか予測がつかず周りの

●会務報告 「会長の時間」「幹事報告」

人は振り回されることが多いと思います。ですが、ご本

●SAA報告 ニコニコ箱

人は自分のその時残されている記憶を基に、正しい
判断をしていたりするのです。

●卓

話

「活動計画」

認知症のご本人から見えている世界がどんなものか

会員増強委員会 松井 良介 委員長

理解すれば、歩み寄ることも可能です。認知症研究の

クラブ広報委員会 谷口 善紀 委員長

第一人者である石川先生に説明いただきます。

ロータリー財団委員会 平尾 貴英 委員長

（内容は若干変更する可能性があります。）

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

8/10 （例会休会）

クラブ戦略計画委員会 井川 孝三 委員長
八尾ロータリークラブ 2022－2023年度
会長 吉本 憲司
事務局 八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所２Ｆ
ＴＥＬ 072-991-2129 ＦＡＸ 072-924-0010
URL www.yaorc.com
E-mail info@yaorc.com

幹事 稲田 賢二
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

8/17 宮里 唯子ガバナー公式訪問
「2022-23 RIおよび地区方針」

いております。またお茶は、越中八尾RC様からご
提供いただきました。
▼本日、ピアノ演奏の別府さんは欠席です。

会 長 の 時 間
新型コロナの大阪モデルが黄信号になりましたの

卓

話

で、今回からZoomでも参加いただけるようにいたしま

「活動計画」

した。

▼山陰 恭志 SAA

なお本日のお食事は、節約弁当とさせていただいて

新型コロナが再び増加していますが、今年度の例会も

おります。八尾東RC様が利用されている障害者作業

ガイドラインに沿って対策を徹底し、会員の皆様に安心し

所のお弁当です。ボリュームや味はもちろん、地元の

て出席してもらえるよう心がけてまいります。

障がい者の皆さんが収入や就労機会を得られるという

またニコニコ箱への協力を呼びかけてまいります。例会

社会的意義もふまえて、今後も利用すべきかどうか、

の出欠確認は、回覧でさせていただきます。未記入の方

お一人おひとりのご意見をお聞かせ下さい。

のみ、追ってメールまたはFAXで確認するようにいたしま

皆様の反響をもとに今後の展開を検討し、節約額の
使途も考えてまいります。
また本日のお茶についても、皆様のご感想をお寄せ

す。会場の設営につきましては極力、簡素化してまいりま
す。オンラインで参加いただくこともあると思いますので、
委員会で設置や操作を習得してまいります。

ください。越中八尾RC様からご提供いただいたもので

お忙しい会員の皆様にも気持ちよく例会へ参加いただ

す。相互訪問だけでなく、コロナ下でもつながりを深め

けるよう出来る限り対応し、たくさん出席いただけるように

る取り組みができないかと澁谷委員長から打診してい

努力してまいります。ただ食事を無駄にせず、フードロス

ただき、先方様がご提案くださいました。これも皆様に

を削減するためにも、急遽の出席や欠席を含めてできる

ご理解いただければ今後、繰り返し利用していきたい

だけご連絡いただきますよう、皆様のご協力もお願いいた

と考えています。

します。

そしてもう一つ、RI会長が強調されている「DEI」の重
要性をご認識ください。「Diversity（多様性）、Equity
（公平さ）、Inclusion（インクルージョン）」の頭文字で
す。参加者の基盤を広げるDEI推進の取り組みが、す
べてのロータリアンに奨励されています。
▼出席委員会・原田 達也 委員長
幹

事

報

告

毎回の例会で出欠をきっちりとれるよう、努力してま

▼15日に八尾東RC様へ会長・幹事で表敬訪問し

いります。新型コロナの影響もありますが、皆様もそれ

ました。

ぞれ支障のない範囲で出席ください。またZoomでも

▼本日、大阪フレンドRC様へ長竹副会長が表敬

結構ですので、ご出席をお願いいたします。

訪問しています。
▼23日に地区米山委員長・カウンセラー会議が開
催されます。福村委員長、井川カウンセラーに出席
いただきます。
▼次週例会後、ガバナー補佐をお迎えしてクラブ
協議会を開催します。
▼本日はPicaPica様による節約弁当とさせていただ

会員の皆様に楽しく出席いただけるよう、務めてまい

ります。またどうしても出席できない場合などには、
メークアップも奨励してまいります。一年間、よろしくお
願いいたします。

▼米山奨学委員会・福村 修一 委員長
将来的に日本と母国との架け橋となってもらえるよう、
今年度も米山奨学生への支援を行ってまいります。奨
学生には卓話をしていただくほか、RACの事業にも参

▼親睦活動委員会・田中 康正 委員長
会員の皆様が楽しく参加できる事業を心がけてまい
ります。他委員会とも協力し、RACや米山奨学生にも
参加を呼びかけていきたいと思います。
また皆さんが気持ちよく挨拶できるよう、委員会で率
先してまいりたいと思います。

加してもらう計画です。
また米山月間である10月には、お一人３万円を目標
に寄付への協力を呼びかけてまいります。
このほか「あの奨学生は今!?」と題して、過去に当ク
ラブでお世話した奨学生のその後を、追跡調査して
紹介したいと考えております。

先週は早速、親睦旅行を開催しましたが、皆様いか

そして皆様とともに、米山奨学制度のあり方などにつ

がでしたでしょうか。この先は10月に秋の日帰り旅行と

いても、考えていきたいと思っております。皆様のご協

して、滋賀県を訪問する計画です。また12月には忘年

力をよろしくお願いいたします。

家族会、春には１泊旅行を検討しています。
精一杯務めてまいりますので、皆様のご理解とご協
力をよろしくお願いいたします。

▼プログラム委員会・山本 勝彦 副委員長
本日急遽欠席の相馬委員長にかわり、発表させて
▼越中八尾委員会・澁谷 登志和 委員長
今年度、越中八尾RC様は55周年を迎えられます。
コロナの状況などにもよりますが、お祝いの方法を考
えてまいります。
また10月12日には、栃山会員に卓話をしてもらう予
定です。

いただきます。今年度は会員に継続した成長を促す
シード（seed）となるプログラムを提供していきたいと考
えています。
また前年度からは、「会員の発表の場を増やしては
どうか」という引き継ぎをいただいています。
そして会員の皆様の卓話への興味を喚起するため、

なお本日のお茶は、栃山会員からご提供いただい

今後の予定を周知し、興味持ってもらえるように努め

たものです。ペットボトルのラベル貼りを地元の障がい

てまいります。次回への期待が、出席率の向上にもつ

者作業所に依頼しているそうで、収入の一部が還元さ

ながるはずだと思います。

れるとのことです。また健康にも良いお茶だそうですの

このほかポリオデーや「DEI」などについての卓話も

で、越中八尾ＲＣ様との交流をさらに深めるためにもご

していきたいと思います。一年間、よろしくお願いいた

利用いただけるとありがたいです。

します。

▼クラブ研修委員会・松本 新太郎 委員長
今年に入り、戸田孝パストガバナーが亡くなられまし

▼田中（正）会員 遅ればせながら吉本年度、出航お
めでとうございます。度重なる欠席申し訳ないです。

た。入会して間もない方の中には、戸田さんと直接接

決して燃え尽きたわけではありません。本日卓話、活

したことがない方もおられるかもしれません。

動計画報告、宜しくお願いします。

戸田さんはこれまでに、本をたくさん発行されていま

▼濵岡会員 本日の例会よろしくお願い致します。

す。今年度はこれらの戸田さんが残してくださった本

▼山陰会員 親睦旅行お世話になりました。卓話よろ

を基本に、勉強会を開くなどしたいと考えています。

しくお願いします。

ロータリーの初心を忘れないよう、年間で４回くらい

▼新宮会員 「初親睦日帰り旅行」御協力ありがとうご

開きたいと思いますので、皆様のご協力をよろしくお

ざいました。「活動計画」宜しくお願いします。

願いいたします。

▼吉田会員 本年度はじめてのSAAの報告です。み
なさん、ありがとうございました。
▼宮川会員 例会欠席お詫び。
▼野村会員 ル・ベンケイおいしかったです。稲田さ
ん、猫かぶってましたね。
▼児林（秀）会員 本日、活動報告よろしく御願い致し
ます。
▼佐々木会員 コロナ完全に第7波に突入。自分の身

ニ コ ニ コ 箱

は自分で守るつもりで御自愛下さい。

▼石垣RC・今西敦之様 ご無沙汰しております。吉本

▼倉内会員 よいことがありました。

会長のもと、八尾クラブのさらなるご活躍、ご繁栄を祈

▼福村会員 親睦旅行ありがとうございました。親睦

念申し上げます。

委員会の皆様、稲田会員のお陰で普段、体験できな

▼吉本会長 先週の初親睦会では、親睦活動委員会

い一時でした。衷心より感謝いたします。

の皆様、お世話になりました。

▼原田会員 良い事がありますように！

▼稲田幹事 親睦旅行楽しかったです。ありがとうござ

▼浦上会員 親睦旅行、お世話になりました。

いました。

▼出口会員 コロナが周りで増えてきており、和歌山

▼寺坂会員 初親睦会欠席お詫び。

の店舗は営業一人となってしまいました。大変です。

▼池尻会員 稲田さん、大変お世話になりました。

よいことがありました。

▼山本（勝）会員 相馬委員長ピンチヒッターで活動
計画を発表させて頂きます。お大事に。
▼井川会員 初親睦旅行、たのしかったです。

■ 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
7/6

60

42

12

78.18％

7/13

60

45

12

81.82％

7/20

60

36

8

70.59％

八尾ロータリークラブ会報

2 81.82％

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

