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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「我等の生業」

●ゲストの紹介

　　上濃 修　様

●カウンセラー委嘱

　　安田知生会員カウンセラー　飯田 寛光 会員

●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　　

　　　大活躍！近年歴代増強委員長が語る！

　　　　　「こうして会員を増やそう！」

　会員増強推進委員会　松井良介委員長

　歴代委員長　田中康正会員・中川廣次会員・

　　児林秀一会員・山陰恭志会員

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

8/31　八尾市フィルムコミッション

　　　　　八尾市　観光・文化財課　南　昌則　課長

　　　「撮影候補地に登録しませんか」

　　　　　　～　あなたの会社がロケ現場に？

　　　　　　　　　社長もエキストラ出演?!　～

　八尾市では映画やドラマの撮影を誘致する「フィル

ムコミッション」を昨年立ち上げました。ロケ現場として

協力可能な会社は、登録しておくとオファーがあるか

もしれません。もしかしたら社長もエキストラで出演で

きるかも?!

第2933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



　お盆休みで２週間ぶりの例会ですが、皆様お元気

でしたでしょうか。

　本日は宮里唯子ガバナーが、公式訪問してください

ました。皆様どうぞ、国際ロータリーや第2660地区の

最新の情報や動向をしっかりと学んでください。

▼6日に地区の職業奉仕委員長会議が開催され、

小谷・野村会員らに参加いただきました。

▼本日、今年度「活動計画」の冊子をお配りしてお

ります。

▼3日に開催した理事会の議事録を、本日の会報

に掲載しております。

▼本日例会後、宮里ガバナーを囲んで集合写真

の撮影を行います。

▼ピアノ演奏の見学で、出口沙織様に本日ご出席

いただいています。

▼事務局員が病欠のため、緊急の連絡などあれ

ば、幹事までお願いします。

▼RI第2660地区　学友委員会・

　　　末松　大幸　委員長

　八尾ＲＣ様にはIAやRA、RYLAなどで幅広くご活躍

いただいており、感謝申し上げます。学友会はこうした

活動を経験した方々の、同窓会組織です。

　12月の地区大会では、友愛の広場にブース出展し

ます。ＶＲ体験ができますのでロータリアンのみなら

ず、インターアクターやローターアクターの皆様もぜ

ひ、お立ち寄りください。

▼RI第2660地区 地区常任幹事・後藤　謙治　様

　今年度の地区大会は12月16、17日に高槻ＲＣのホ

ストで開催されます。大阪のロータリー100周年を祝お

う！をテーマに、多数のご参加をお待ちしております。

　また７月からは、100周年の記念サイトをオープンし

ています。こちらもぜひ、ご覧ください。

▼クラブ広報委員会・菅野　茂人　副委員長

　ＲＩ会長メッセージでは、ＤＥＩについて述べられていま

す。また８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です。こ

れにちなんだ特集記事が掲載されていますので、ご一読

ください。女性会員の増強について日本は、世界の中で

も後れを取っています。

　このほかヒューストンの国際大会の報告や、次回のメル

ボルン大会の紹介もご覧ください。

　また講演記録では「危機を乗り越える夢と戦略」につい

ての内容が収録されています。

▼親睦活動委員会・新宮　一誓　副委員長

　次週24日AM10:30から、11月の日帰り親睦旅行に関す

る委員会を開催します。

学 友 会 委 員 会 より

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

そ の 他 の 報 告

地 区 大 会 の ご 案 内

幹　事　報　告

会　長　の　時　間



「2022-23 RIおよび地区方針」

▼国際ロータリー 第2660地区

　　　ガバナー　宮里　唯子　様　（茨木西ＲＣ）

　今年度、当地区は大阪の地にロータリーが誕生し、

100年と言う節目の年を迎えました。　

　一方、私達は世界的な感染症の蔓延、紛争や戦争

と言った未曾有の不幸な現実を目の当たりにしていま

す。今世紀、当たり前だと考えていた平和や安全、健

康がいかに脆弱で、また貴重なものだったかをあらた

めて気づかされました。

　また、テクノロジーをはじめとする社会環境は待った

なしで変化や進歩を遂げ、企業活動のみならず、ロー

タリー活動にも革新的かつ柔軟な適応力が求められ

ています。

　100年もの間戦争や経済不況を乗り越え発展してき

たロータリーの輝かしい遺産に思いを馳せながらも、こ

れからどんなロータリーの姿を求め、実現していくのか、

また喫緊の国際社会や地域社会の課題に会員として

どう向き合っていくのか、皆様と共に考えて参りたいと

思います。

　2022-23年度の国際ロータリーと当地区のテーマ、

地区ビジョン、中期目標を御理解頂き、年次目標達成

への御協力をお願い申し上げます。　この達成こそが、

おそらく未来のロータリーのあるべき姿への第１歩だと

信じています。　先ずはやってみなければ、何も変わ

らないのですから…。

2022-23 国際ロータリー ジェニファー・ジョーン

ズ会長のテーマと強調事項

▼会長テーマ：

“IMAGINE ROTARY”

「世界にもたらせる変化を想像して大きな夢を描き、そ

の実現のためにロータリーの力とつながりを生かしま

しょう。 昨日のことをイマジン（想像）する人はいません。

それは未来を描くことです。」

　

▼会長イニシアチブ：

「参加者の基盤を広げる　DEI（多様性、公平さ、インク

ルージョン）」で、女性会員基盤の強化や、革新的クラ

ブまたは活動分野に基づくクラブの設立を要請されて

います。

▼テーマカラー：

紫・緑・白でそれぞれポリオ・環境・平和を意味してい

ます。

2022-23年度 第2660地区のテーマと地区ビジョ

ン・中期計画・年次目標

▼テーマ：

　『大阪のロータリー100周年を祝おう』

　　各クラブはそれぞれのやり方で、100周年をお祝い

して下さい。

▼地区ビジョン、中期計画、年次目標

　地区研修・協議会の冊子やウェブサイトからご確認

頂けます。

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）

▼地区学友委員長 末松 大幸様　12/17 地区大会

「友愛の広場」の企画・運営をロータリー学友会が担

当 い た し ま す 。 I A C 、 R A C 、 青 少 年 交 換 、 学 友 、

Rotarianの家族と社員のみなさまのお越しをおまちし

ております！

▼吉本会長　宮里ガバナーようこそお越し下さいまし

た。

▼長竹副会長　宮里ガバナー本日は宜しくお願い致

します。

▼稲田幹事　宮里ガバナー本日は宜しくお願い致し

ます。

▼松本会員　宮里ガバナー当クラブご訪問ご苦労様

です。ご指導よろしくお願い致します。

▼寺坂会員　コロナ増えてます。気をつけましょう。

▼池尻会員　宮里ガバナーようこそお越しくださいまし

た。ご指導の程、宜しくお願い致します。途中退席お

許し下さい。

▼山本（昌）会員　残酷暑の中、宮里ガバナー本日、

ご指導の程よろしくお願い申し上げます。

▼中川・原田会員　良い事がありますように。

▼山本（勝）会員　長竹さん、大槻さん、大変お世話

になりました。

▼井川会員　宮里ガバナーようこそおいで下さいまし

た。卓話よろしく。

▼菅野会員　宮里ガバナー本日は、ご訪問ありがとう

ございます。

▼田中（正）会員　RI第2660地区ガバナー 宮里 唯子

様、本日、卓話宜しくお願いします。北山会員、先日

はRAC生のサポート、お疲れ様でした。倉角会員、入

籍おめでとう。お幸せに!!

▼吉田会員　宮里ガバナー、下條代表幹事、ようこそ

おこし下さいました。誕生内祝い。

▼野村会員　長竹さん、先日は大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。

▼児林（秀）・鍋島・浦上会員　本日宮里ガバナー、卓

話宜しくお願いします。

▼小谷会員　宮里ガバナー、下條代表幹事、後藤常

任幹事、末松委員長、ようこそおこし下さいました。本

日はよろしくお願いします。

▼富田会員　良い事が沢山ありますように!!

▼相馬会員　宮里ガバナーようこそおいでくださいま

した。

▼友田会員　宮里ガバナー、ようこそお来し下さいま

した。よろしくお願いします。

▼曽家会員　宮里ガバナー、下條代表幹事、後藤常

任幹事、末松委員長、ようこそいらっしゃいました。

▼竹中会員　北山会員、先日は色々とお世話ありがと

うございました。倉角さん、ご入籍おめでとうございま

す。

▼出口会員　天川村での親睦委員の親睦BBQ、成功

です!! 北山さん、準備ありがとうございます!! 倉角さん、

入籍おめでとうございます。

▼児林（健）会員　宮里ガバナー、ようこそ八尾へ。卓

話よろしくお願い申し上げます。

▼水野会員　長竹様、山本（勝）様、大槻様、野田様、

相馬様、お世話になり有難うございました。御礼申し

上げます。

▼安田会員　本日も勉強させていただきます。よろしく

お願いします。

■ 出席報告

月日

7/27

8/3

8/17

会員数

60

62

62

出席

43

41

41

うち出席規定
適用免除者

10

8

10

メーク
アップ

0

出席率

81.13％

77.36％

78.85％

確定
出席率

81.13％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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