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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「国歌」「歓迎の歌」

●新入会員の紹介

　　水野　清慈　会員　・　安田　知生　会員

●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

●出席報告

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍 5年　友田 昭会員 

会員年次表彰

　在籍28年　山口 智士会員 

　在籍 3年　森川 充康会員 

　在籍 2年　原田達也会員

　在籍1年　 加藤 優会員

●誕生日御祝い

　吉田法功会員・児林健太会員・鍋島圭太会員

　新宮一誓会員・宮川　清会員・稲田賢二会員

●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　　「認知症の人の世界」

～認知症の人と、どのように付き合っていくのか～

　　　認知症相談支援・研修センター　結

　　　　石川 進　センター長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

8/10　（例会休会）

8/17　宮里 唯子ガバナー公式訪問

　　　　　　「2022-23 RIおよび地区方針」

第2931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



　先週の節約弁当と、越中八尾のお茶はいかがでし

たでしょうか。皆様のお声をお聞かせください。今後の

参考とさせていただきます。

　新型コロナの感染拡大が続いており、大阪モデルが

黄信号になってから当クラブでもハイブリッドで例会を

開催しています。今後、赤信号になった場合は、大阪

府からの要請内容などに応じて、当クラブの運営も考

えてまいります。

▼26日に八尾中央RCへ会長と幹事で表敬訪問し

ました。

▼地区インターアクト広島研修が、中止となりました。

▼八尾市教育委員会から連絡があり、新型コロナ

の感染拡大に伴い、8月のリーダー研と曽爾高原

「自然の中で」はともに、中止となりました。

▼23日に地区の米山委員長・カウンセラー研修会

が開催され、井川・福村会員に参加いただきました。

▼本日例会後、ガバナー補佐をお迎えしてクラブ

協議会を開催します。

▼次週例会後、理事会を開催します。

▼伴井　敬司　ガバナー補佐

　昨年度はエレクトでしたが、今年はガバナー補佐とし

て訪問させていただきました。皆様の役に立つ情報を

発信していきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。

▼横田　孝久　ガバナー補佐エレクト

　今年度はエレクトとして、伴井ガバナー補佐に帯同

して勉強させていただきます。そして次年度は、ガバ

ナー補佐としてよろしくお願いいたします。

▼地区インターアクト委員会・曽家 清弘 委員長

　8月2日に予定しておりました広島への国内研修です

が、新型コロナの感染拡大で残念ながら中止となりまし

た。

「活動計画」

▼会員増強委員会・松井　良介　委員長

　今年度は会員の多様性を意識した増強を図ってま

いります。職業分類を考慮し、クラブの魅力がより高ま

るような増強を行います。

　前年度からはコロナ下でも新入会員のサポートが

しっかりできるように、との引き継ぎをいただいていま

す。

　早速２名、来週から入会予定です。そして今後も良

い人材を発掘していきたいと思っております。

　ロータリーで会員の皆様の話を聞くことはとても役に

立つと思いますし、企業経営の勉強にもなります。ま

たさまざまな会員との交流は、自信を高めることにもつ

ながります。

　八尾ＲＣがさらに素晴らしい組織になるよう努力して

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。

卓 　 　 話

そ の 他 の 報 告

ガ バ ナ ー 補 佐 　 ご 挨 拶

幹　事　報　告

会　長　の　時　間



▼クラブ広報委員会・谷口　善紀　委員長

　会員の皆様に情報提供を行ってまいります。まず、

毎週の会報を発行いたします。そして「ロータリーの

友」の記事を皆様に紹介します。これは新入会員の皆

様にも、手伝ってもらおうと思います。また例会や各事

業の写真撮影も行ってまいりますので、皆様のご協力

をよろしくお願いいたします。

　それから地域への情報提供も行います。WEBやSNS

で発信し、認知度の向上へつなげます。このほか広報

用のツールとして、横断幕やノベルティも作る予定で

す。これらは広報のみならず、会員増強にもつなげて

いきたいと考えています。SNSでも、効果的にターゲッ

トへリーチできるよう工夫したいと思います。

　次にロータリー賞の達成を促してまいります。会員の

参加意識高揚にもつながると思います。そしてMy 

Rotaryの登録率を上げたいと考えています。現在は

60％台ですが、これを少しでも上げていきたいと思い

ます。ロータリーのサイト上にはコンテンツがたくさんあ

り、いろいろと勉強になります。皆様もぜひ、ご利用く

ださい。

▼ロータリー財団委員会・平尾　貴英　委員長

　会員の皆様に、ロータリー財団への理解を深めても

らうよう努力してまいります。年次寄付を＄150、ポリオ

プラスで$50の寄付をお願いします。

　また恒久基金につきましてはこれまで、クラブから

$1,000ドルのベネファクターを毎年１名輩出という目標

でしたが、今年度はこれを会員一人$30に、という要請

です。広く浅く寄付金を募ろうということだと思います。

　ロータリー財団の重要性と歴史に関する卓話を、11

月の財団月間に予定しています。またこのときに詳し

くご説明できれば、と思っております。よろしくお願いし

ます。

▼インターアクト委員会・竹中　浩人　委員長

　今年度も、金光八尾インターアクトクラブへ支援を

行ってまいります。インターアクターによるこども食堂

への協力なども考えています。8月の広島研修が中止

になったのは残念ですが、11月に年次大会が、そして

来年5月には新入生歓迎会があります。今年度は金

光八尾がホスト校です。

　コロナ禍は今後もまだ先行きが見えず、二転三転す

る可能性も予想されますが、ご協力をよろしくお願い

いたします。

▼ローターアクト委員長・曽家　清弘　委員長

　ＲＣとＲＡＣが互いに発展していけるよう、努力してま

いります。またローターアクターには、ロータリアンの皆

様のご指導もまだまだ必要だと思いますので、ご参加

をよろしくお願いいたします。

　ローターアクターは仕事との掛け持ちでどうしても出

席率が悪くなりがちですが、出席率向上に向けて討論

したいと思います。

　皆様のご協力をよろしくお願いいたします。



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）

▼クラブ戦略計画委員会・井川　孝三　委員長

　当委員会では、単年度で解決できないことを検討し

てまいります。数年後、あるいは十年後に向けてクラブ

をどう考えるかが問われます。

　台北東ＲＣをはじめ、姉妹・友好クラブとの交流につ

いても、長期的に考えていかねばなりません。

　またＲＩでは地区の大改革が検討されています。これ

が実現すれば、ガバナー制度も大きく変わると考えら

れます。まずはパイロット地区で試験的に導入し、そこ

から全体へ広げていくものと思われます。現在、日本

国内で34ある地区を再編成する可能性もあります。

　そして委員会ではこのほか、周年事業についても考

えていきたいと思っています。５年に一度の周年記念

の事業について、どのように考えていくべきか。委員

会のみならず、会員の皆様からのご意見をいろいろと

いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

▼吉本会長　伴井AG、横田AGE、ようこそお越しくだ

さいました。ご指導よろしくお願いいたします。

▼長竹副会長　伴井ガバナー補佐、横田ガバナー補

佐エレクト、本日クラブ協議会宜しくお願い致します。

▼稲田幹事　伴井ガバナー補佐、横田ガバナー補佐

エレクト、ようこそおいで下さいました。クラブ協議会よ

ろしくお願い致します。

▼松本会員　伴井ガバナー補佐、横田ガバナー補佐

エレクト、本日はご指導よろしくお願いいたします。

▼村本・中川・山本（勝）・菅野・宇野・山陰・野村・大

槻・富田・大橋・福村・倉角・田中（貴）・児林（健）・浦

上・加藤会員　写真ありがとう。

▼井川会員　伴井AG、横田AGE、ようこそおいで下さ

いました。ご指導よろしくお願いします。

▼田中（正）会員　先日は皆様に大変お世話になりま

した。会長職をやりきった感を味わえました。ありがとう

ございました。写真ありがとう。

▼濵岡会員　よいことがありますように。

▼柏木会員　栗正さんお疲れ様でした。稲田幹事あり

がとう。写真ありがとう。

▼松井会員　本日卓話宜しくお願いします。

▼新宮会員　田中（正）さん、昨日はありがとうござい

ました!!ガバナー補佐 伴井 敬司様、ガバナー補佐エ

レクト 横田 孝久様、ようこそお越し下さいました。

▼宮川会員　もうすぐ誕生日です。写真ありがとう。

▼児林（秀）会員　本日も活動報告よろしく御願いしま

す。田中直前会長、昨日はごちそう様でした。写真あ

りがとう。

▼小谷会員　本日は澁谷委員長の代理で会議に出

席させて頂きます。写真ありがとう。

▼曽家会員　昨日は田中さん、有難うございました。

▼平尾会員　毎日暑いですが、がんばりましょう。写真

ありがとう。

▼谷口会員　MyRotary全員登録を推進しますので、

ご協力お願い致します。お灸で血圧150から120台ま

で下がりました。写真ありがとう。

▼原田会員　良い事がありますように！体調管理に気

をつけましょう！

▼竹中会員　井川会員、先日はありがとうございました。

写真ありがとう。

▼出口会員　児林（秀）会長エレクトに大阪ロータリー

クラブの例会へ連れていっていただきました。いつもと

違った緊張感を味わってまいりました。ご夫人誕生日。

■ 出席報告

月日

7/13

7/20

7/27

会員数

60

60

60

出席

45

36

43

うち出席規定
適用免除者

12

8

10

メーク
アップ

3

出席率

81.82％

70.59％

81.13％

確定
出席率

87.27％

ニ　コ　ニ　コ　箱


	1-2.pdf
	2-2.pdf
	3-2.pdf
	4-2.pdf

