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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「国歌」「奉仕の理想」

●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

●ビジターの紹介

　八尾中央ロータリークラブ 会長エレクト 松下和彦 様

●出席報告

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍 45年　山本 義治会員

会員年次表彰

　在籍33年　寺坂 哲之会員

　在籍 9年　小谷 逸朗会員

　在籍 1年　児林 健太会員

●お誕生日御祝い

　倉内雅寛会員・村本順三会員・野村俊隆会員・

　吉本憲司会員・北山弾也会員

●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　　

　　　「学び・考える『ロータリーの友』

　　　　　　～『友』は創刊70周年を迎えます～」

　　　クラブ広報委員会・谷口　善紀　委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

9/14　「私を語る」

　北山弾也会員・水野清慈会員・安田知生会員

9/21　大松　桂右　八尾市長

9/28　青芝　フック　様

第2935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



　おとといの夜に八尾RACの例会が行われ、近鉄八

尾駅周辺の清掃活動をされました。この日はRACメン

バーに加え、大阪経済法科大学のボランティアサーク

ルの皆さんが10名以上、参加してくださいました。

　大学生と話していると、３年生が「去年、おととしはコ

ロナの影響でこうした活動がほとんどできなかったの

で、今回はこういう機会をいただけてうれしい」と素直

に喜んでおられました。

　実はこの経法大との連携のきっかけを作っていただ

いたのは、山陰SAAです。ピアノ演奏の学生募集で大

学へ足を運んでいただいたときに、「これをきっかけに

ＲＣと大学でコラボできることがあれば」と端緒を作って

くださいました。

　今回、山陰会員のファインプレーで作っていただい

たこのご縁を大切に、今年度のみならず次年度以降

も青少年奉仕に、そして地域の活性化にも役立つ活

動をいろいろとイマジンしてください。ワクワクするよう

な楽しい想像をふくらませながら、皆さんのロータリー

ライフもさらに充実することを願っています。

▼24日、金光八尾へインターアクトの活動費贈呈

に竹中・曽家会員と私で訪問しました

▼27日に地区青少年奉仕合同委員長会議が開か

れ、宮川・児林（秀）会員に出席いただきました。

▼9月3日、地区のロータリー財団セミナーに会長、

平尾会員が参加されます。

▼次週の例会後、理事会を開催します。

▼台北東ＲＣはコロナの影響で今年度も、式典は

内部のみで実施されるとのことです。このため公式

訪問は中止し、ビデオメッセージを送ります。これか

ら撮影しますので、皆様ご協力ください。

▼八尾ローターアクトクラブ・栗山　恭章　会長

　本来なら７月におじゃまする予定でしたが、遅くなり

申し訳ございません。今年度も支援金をいただき、あ

りがとうございます。これを活用して事業を行ってまい

りますので、今年度もよろしくお願いいたします。

　また９月５日の例会では、田中康正様と宮川様に卓

話をしていただく予定です。このほか９月11日の全国

統一アクトの日にちなんで、パラスポーツを体験して

親睦を深める事業も予定しております。

▼ローターアクト委員会・曽家　清弘　委員長

　八尾RACは29日に移動例会で、ナイトクリーンハイク

を行いました。ロータリアン５名の他、大阪経済法科大

学の学生も13名参加していただき、近鉄八尾駅前で

清掃活動を行いました。

　この先、９月５日には例会があり、全国統一アクトの

日にはイベントも計画しています。皆様のご参加を、よ

ろしくお願いいたします。

「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!?」

▼八尾市フィルムコミッション

　八尾市　観光・文化財課　南　昌則　課長

　映画会社や製作会社が撮影場所の選定などをされ

る際に、フィルムコミッションが窓口となってお手伝いし

ます。昨年10月に八尾市も、このフィルムコミッションを

立ち上げました。

　私の所属する魅力創造部では、八尾の地域資源を

活用し、産業や観光などの振興を図っています。その

中で観光・文化財課では、文化財の保存などに取り組

卓 　 　 話

そ の 他 の 報 告

ロ ー タ ー ア クトク ラ ブ より

幹　事　報　告

会　長　の　時　間



む一方で、「映画のまち・やお」づくりとしてロケの誘致

なども行っています。また八尾市のPR映像づくりなど

も実施しています。

　まちのにぎわいを創出するのが目的です。コロナ禍

によりここ数年、地域や学校でさまざまな行事が中止

されています。このため残念ながら、コミュニティのつ

ながりの希薄化が進んでいます。

　こうした厳しい状況の中で、地域が盛り上がり、市民

の皆さんが楽しい夢を持てるように努力しています。

映画に地域が関わることで、その一助になればと考え

ています。このほか企業や市民でも映像を作られたり

しているのでそれを支援したり、2025年の万博に向け

ても八尾への観光客誘致を図っていきたいと思ってい

ます。

　こうした取り組みによる効果については、たとえば北

九州市など積極的に取り組んでいる自治体ではさま

ざまなメリットがあるようです。知名度が上がる、ロケ隊

が滞在することによる経済効果、などが挙げられます

が、そのほかにも撮影場所が話題になれば、観光客も

呼び込めます。北九州では30年で観光客数が約４倍

になったそうです。

　さらに関連イベントも数多く開かれますし、エキストラ

登録も数多く得られます。そして長期的に考えると、ロ

ケの関連産業も発達します。たとえばケータリングや、

撮影用のセットを組むために工務店も増加しているそ

うです。

　次にこれまで、八尾で実際に撮影に使われたスポッ

トなどをご紹介します。まず廃校となった北高安小学

校で、学園ものの撮影が先日行われました。また高安

山の水呑地蔵でも撮影が行われました。これは「景色

のいいところ」として紹介したのですが、ここで兄弟げ

んかのシーンを撮影し、きれいな夜景も撮られたそう

です。

　町工場で撮影が行われた例もあります。これは

ONKYOのスピーカーのCM撮影の現場です。周囲が

うるさくても音が聞こえやすいスピーカーの宣伝で、

「騒音のうるさい工場」として市内のプレス工場を紹介

しました。

　あるいは河内音頭記念館や、ある高校で野球部の

撮影も行いました。高校のグラウンドや山本球場でも

ロケしています。

　このほか最近多くなっている、インターネットのドラマ

も数多く市内で撮影されています。市内の商店街でも

撮影しました。このときはエキストラも数十人参加して

いただき、喫茶店も協力してくれました。

　変わったところでは、お風呂屋さんや文化住宅、駄

菓子屋などでもロケを行っています。そして皆さんよく

ご存知の俳優さんも、実は密かに八尾に来られたりし

ています。

　時には、紹介しにくいようなオファーもあります。ネガ

ティブなイメージのロケスポットを希望されている場合

などは、撮影場所提供者に対して「こんな場所を探さ

れているので、受けてもらえませんか」とは、なかなか

お願いしにくいところがあります。

　あるいは最近は、特に路地裏などでも撮影したい、と

いう要望が数多くあります。

　誘致が決まりロケ隊が来られたらまず、食事のおいし

いところを聞かれます。お弁当をお願いすることになる

のですが、俳優やスタッフ１人に１食ではなく、和洋中

と３種類用意したりすることもあります。飲み物につい

ても、１人につき複数の種類を用意したりする必要が

あります。あるいはロケ地にちなんだものをタレントが

SNSで紹介したりしてくれると、絶大な宣伝効果もある

ようです。

　このほかにも近々公開予定の映画やドラマもありま

す。八尾の景色が映ったりしていますので、ぜひお楽

しみにしてください。そして撮影にご協力いただける場

合は、候補地としてぜひご登録ください。また八尾市

が設置しております、観光魅力創造基金へもご支援を

合わせてお願いいたします。



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）

▼吉本会長　南様、卓話よろしくお願いいたします。

▼長竹副会長　本日も宜しくお願い致します。

▼稲田幹事　よいことがありますように。本日ビデオレ

ター撮影よろしくお願いします。

▼佐野会員　例会休みが多くなります。よろしく。

▼居相会員　お久し振り。例会欠席お詫び。

▼中川会員　良い事がありますように。

▼山本（勝）会員　小谷さん、お世話になりました。ニ

コニコに充当させて頂きます。

▼井川・出口会員　よいことがありました。

▼宇野・宮川・大橋会員　例会欠席お詫び。

▼田中（正）会員　残暑が厳しいですが、皆様ご自愛

ください。ようこそ！栗山会長、先日の八尾RAC、大阪

経済法科大学との合同ナイトクリーンハイクお疲れ様

でした！

▼野村会員　いろいろあるけど元気が一番です。

▼児林（秀）会員　大石 倫太郎様、ようこそいらっしゃ

いました。ごゆっくりしてください。皆様、ご迷惑をおか

けします。申し訳ございません。ZOOM出席お詫び。

▼相馬会員　佐々木先生、卓話の件、助けていただ

き有難うございました。

▼友田会員　ライラセミナー参加お願いします。只今

集まりが悪く、再度検討の程お願いします。9月23日

14：00 開講式です。

▼曽家会員　先日、ローターアクトでのナイトクリーン

ハイクで、吉本様、山陰様、新宮様、倉角様、暑い中、

有難うございました。

▼佐々木会員　例会欠席ばかりで申し訳ありません。

コロナ何となく夜明けが見えてきたようですね…。

▼鍋島会員　南課長、よろしくお願いします。がん

ばって起きてます。

▼福村会員　残暑が厳しいですが、今日一日を無事

にすごせ、幸いです。例会欠席お詫び。

▼原田会員　良い事がありますように！

▼竹中会員　児林会員、先週はありがとうございました。

児林会員、今週もありがとうございました。曽家会員、

インターアクト合同会議お疲れ様でした。

▼水野会員　茶道部に参加させて頂き、大変おいし

いお茶を頂戴してありがとうございました。これからもよ

ろしくお願いします。よいことがありました。

▼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

8/17

8/24

8/31

会員数

62

62

62

出席

41

43

48

うち出席規定
適用免除者

10

10

13

メーク
アップ

0

出席率

78.85％

78.18％

82.76％

確定
出席率

78.85％

ニ　コ　ニ　コ　箱

大阪のロータリー 100周年を祝おう！
  特設サイト （地区ホームページ内） もご覧ください
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