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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「それでこそロータリー」

●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

●ロータリーの友紹介

　　クラブ広報委員会　原田 達也 委員

●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　　

　　　「私を語る」

　　　　　北山　弾也　会員

　　　　　水野　清慈　会員

　　　　　安田　知生　会員

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

9/21　大松　桂右　八尾市長

　「八尾市の様々な取り組みについて」

　就任４年目を迎えた大松市長。これまでに打ち

出された取り組みと、今後の展望について語っ

ていただきます。

9/28　青芝　フック　師匠

　　　　　　「笑いと人生」

10/5　八尾市消防本部

　「八尾市消防本部　活動報告とお願い」（仮題）

10/12　越中八尾ＲＣ

第2936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



　本日、在籍表彰を受けられました皆さん、おめ

でとうございます。長年にわたり八尾ＲＣに在籍

いただきまして、ありがとうございます。これからも

どうぞ、ロータリーライフをお楽しみください。

　また今月に誕生日を迎える皆さんも、おめでと

うございます。年齢を重ねるにつれ、より豊かな

人生になりますことを願っております。

　さて今月は、基本的教育と識字率向上月間で

す。この問題は、20世紀には途上国を中心にし

た課題であったかと思いますが、経済的な格差

が拡大した21世紀には、日本国内でも教育の格

差が顕在化していると感じます。

　経済的な理由から希望通りに進学できない子

ども、あるいは集団生活になじめず、不登校に

なってしまう子どももいます。日本国内でもこうし

た子どもたちにどうすれば基本的な教育を提供

できるか。ロータリーとしても何ができるかを考え

ていきたいものです。

　八尾ＲＣでは20年以上にわたって、不登校対

策として曽爾高原での「自然の中で」を支援して

います。また学校へ行きづらい子どもたちのため

のフリースクールである「輝」にも、支援を行って

います。

　これからも八尾の子どもたちの基本的教育のた

め、どんな奉仕が可能か、皆様でともに考えてま

いりましょう。

▼3日に地区のロータリー財団セミナーが開催さ

れ、吉本会長・児林会長エレクト・平尾ロータリー

財団委員長が出席されました。また相馬・地区

資金管理小委員会委員長が、「財団補助金の管

理・運用」について発表されました。

▼地区より、8月の青森大雨被害に対する義援

金の要請が届いております。募金箱を回します

ので、ご協力をお願いいたします。

▼14日に金光八尾の文化祭が開催されますが、

今年度は新型コロナ対策のため来賓の招待はさ

れないとのことです。

▼本日、昨年度の活動報告書をお配りしており

ます。ご一読ください。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼ウアール，ミナ　ミネア　アレクサンドラ様

　大学ではもうすぐ、夏休みが終わります。学生

生活も、もうすぐ終わりになると感じています。残

りの期間を頑張ります。これからもよろしくお願い

します。

「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

　今月は、ロータリーの友月間です。かつての４

月の雑誌月間がなくなり、9月が友月間に指定さ

れています。これは10月の米山月間とともに、日

本独自の月間です。

　ところで「ロータリーの友」は、2023年の１月号

で創刊70周年を迎えます。これに向けて、新企

画も始まっています。

　料理に関する記事や、あるいは俳句選者に夏

井いつきさんも加わっています。俳句コンテスト

も今月から始まり、来年の6月号で入選作が発表

されます。皆さんもどうぞ、ご応募ください。

　今年度の友の表紙では、障がいのある人の作

品が紹介されています。これは国際ロータリーの

卓 　 　 話

米 山 奨 学 生 より

幹　事　報　告

会　長　の　時　間



DEI（Diversity, Equity, Inclusion）に取り組む姿

勢をあらわしています。毎月の表紙の作品を、ご

鑑賞ください。

　友の創刊のいきさつは、日本のロータリーが

1952年に２地区に分割された際、双方の情報交

換のために発行されるようになったのがきっかけ

です。

　発行部数ですが、ピーク時の1990年代には14

万部以上が発行されていました。現在は９万部

ぐらいです。ちなみに「友」のネーミングの由来は、

「ビールの友」だそうです。

　友誌には、なぜ縦書きと横書きがあるのか。当

初は横書きでしたが、俳句など縦書きの記事も

あることから、やがて縦と横を分けるようになりま

した。現在では縦書きと横書きが、半分ずつに

なっています。

　「ロータリーの友」とはあらためて何か、と考えま

すと、「ＲＩの情報を伝えるため」と「会員が親睦を

深めるため」という役割があります。ＲＩからは毎

月、指定記事を掲載するよう要請があります。

　またロータリアンには「３大義務」がありますが、

例会出席と会費納入に加え、雑誌購読の義務

がございます。

　毎月の「友」誌は無料ではなく、会員の皆様に

ご購入いただいています。現在は１号あたり275

円です。創刊当時は50円だったそうです。そして

最近にも、値上げされました。

　７月号の表紙には例年、RI会長の写真が掲載

されます。今年もジェニファー・ジョーンズ会長が

７月号の表紙を飾りました。年度によっては、ご

夫婦で登場されることもあります。

　各国の地域雑誌の発行部数ですが、インドな

どの国を対象としている版が最も多く発行されて

います。それだけ人口が多く、ロータリアンの数

も多いということです。一方でウクライナなどの地

域で発行されている版が最少で、1,000部ほどだ

そうです。

　ロータリーの地域雑誌としてＲＩに認可されるに

は、ＲＩの指定記事を掲載することのほか、年６回

以上発行することなどの条件を満たさなければ

なりません。

　またロータリーのロゴにの使い方にも注意しな

ければなりません。記事とともに写真を投稿する

場合、ロゴの使い方がおかしいと、その写真を掲

載できなくなります。

　そして現在は、印刷版とともに電子版もござい

ます。閲覧するためにはＩＤとパスワードが必要

ですので、不明の方は事務局へお問い合わせく

ださい。

　友のバックナンバーはアーカイブ化されており、

自由に検索できるようになっています。過去70年

分のバックナンバーを、自由にご覧になることが

できます。

　たとえば「八尾」で検索すると、八尾ＲＣの過去

の掲載記事が探せます。昔の八尾ＲＣのことなど

もわかり、興味深いので皆様も一度、のぞいてみ

てください。

　これからも「ロータリーの友」を、積極的にご活

用ください。

▼八尾中央RC　松下 和彦 会長エレクト　お久

しぶりです。よろしくお願いいたします。

▼吉本会長　谷口委員長、卓話よろしくお願い

します。誕生内祝い。

▼長竹副会長　谷口さん、卓話宜しくお願い致

します。

▼稲田幹事　谷口さん、卓話がんばって下さい。

▼寺坂会員　在籍内祝い。

▼山本（昌）会員　本日もニコニコありがとうござ

いました。今後共よろしく！

▼中川・原田会員　良い事がありますように。

▼井川会員　谷口さん、卓話楽しみにしていま

す。

▼田中（正）会員　本日卓話、谷口会員頑張っ

て下さい。楽しみにしていました。大きな良い事

が実現しそうです。

▼松井会員　ロータリーでハワイに連れて行って

ニ　コ　ニ　コ　箱



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）

もらったり、卓話も経験し、皆様に可愛がって頂

いた息子がおかげ様で念願でした司法試験に

合格出来ました。

▼宮川会員　松井会員、息子さんの司法試験合

格おめでとうございます。よいことがありました。

▼野村会員　誕生内祝い。

▼児林（秀）会員　盛夏も通り過ぎ少し涼しくなり

ました。ホッとしました。本日卓話、谷口委員長

楽しみにしています。

▼西村会員　来年はほぼ優勝しますね!?…ほぼ。

Zoom出席。

▼相馬会員　谷口委員長、卓話よろしくお願い

します。

▼友田会員　秋のライラセミナーに多くの参加よ

ろしくお願いします。

▼曽家会員　先日のローターアクト委員会にて、

田中さん、宮川さん卓話、有難うございました。

▼鍋島会員　遅刻・早退お詫び。

▼谷口会員　本日は卓話の機会を賜り、有難う

ございます。拙い発表ではございますが、精一

杯勤めさせて頂きます。

▼出口会員　タスキ箱を開発いたしました。これ

から1本も失う事はありません。皆様、よろしくお

願いいたします。

▼児林（健）会員　早くも入会の機会を頂き、1年

となりました。皆様のおかげを持ちまして楽しい

RCライフを過ごす事が出来ています。ありがとう

御座います。北山会員、足、お大事に…。在籍

内祝い。

▼北山会員　誕生内祝い。

■ 出席報告

月日

8/24

8/31

9/7

会員数

62

62

62

出席

43

48

40

うち出席規定
適用免除者

10

13

9

メーク
アップ

1

出席率

78.18％

82.76％

75.93％

確定
出席率

80.00％

日時：２０２２年９月７日（水）

承認事項

1. 前回議事録

2. 8月会計報告

3. 八尾市市民憲章推進協議会会費の件

4. 米山レクリエーション参加費の件

5. 秋のRYLA登録料の件

6. 卓話者謝礼の件

7. 台北東ＲＣ公式訪問中止の件

8. 事務局データバックアップの件

9. 事務局員業務委託の件

10.恒久基金寄付（１人$30）は後期会費に上

乗せする

11.クールビスは5/1～10/31までとする

理事会議事録

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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