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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「八尾ロータリー讃歌」

●ゲストの紹介

　八尾市長　大松 桂右 様

　山部 秀樹 様

　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

●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　　

　　　「八尾市の様々な取り組みについて」

　　　　　　八尾市長　大松 桂右 様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

　新型コロナの感染者数はようやく減少傾向になって

きたようで、大阪モデルも赤信号から黄色信号に変わ

りそうです。ただ夏休みが終わって学校が再開し、子

どもが感染して家族も濃厚接触者になってしまう、とい

う例も増えているようです。皆様もどうか油断なさらず、
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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
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引き続き対策の気を緩めないでください。

　さて本日は、現在募集中のロータリー財団の奨学生

と、ロータリーの青少年交換プログラムについてご紹

介します。いずれも現在、候補者を募集しております

ので、ふさわしい方がおられましたら、ぜひご推薦くだ

さい。

　まずロータリー財団では現在、グローバル補助金奨

学生とロータリー平和フェローを募集しています。

　グローバル補助金の奨学生は、ＲＩの７つの重点分

野に貢献するキャリアをめざす大学院生や職業人が

対象です。来年の８月以降に派遣され、期間は１年か

ら２年です。渡航費用や授業料、生活費など＄３万以

上の奨学金が支給されます。募集は若干名で、来月

末まで申請を受け付けています。

　もう一つのロータリー平和フェローは、草の根や国際

レベルで平和活動に貢献する人材が対象です。アメリ

カやイギリス、オーストラリア、スウェーデンなどの大学

の修士課程に、15ヶ月から24ヶ月派遣されます。応募

は来年５月の締切で、再来年度以降に派遣されま

す。

　いずれも資格要件がいろいろとありますが、もし候補

者がおられましたら、どうぞご推薦ください。

　次に青少年交換プログラムですが、こちらの対象は

16歳から18歳の高校生です。そしてロータリアンの子

弟も参加が可能です。もし皆さんのお子様やお孫さ

ん、あるいは関係者の子弟などで希望者がおられまし

たら、ご紹介ください。こちらの締切は、今月末です。

　来年８月の出発で、期間は１年間。なお派遣先は、

地区の青少年交換委員会で決定されます。派遣先の

家庭でホームステイし、現地の高校に通学します。

　現地での生活費や教育費は、ホストとなるクラブが負

担します。また派遣学生を送り出したクラブは、交換相

手国からの来日学生を受け入れることになります。

　財団奨学生、そして青少年交換ともに、世界に広が

るネットワークを持つロータリーならではのプログラム

で、次世代の育成に大きな成果をもたらすことが期待

されます。

　興味を持たれた方は、ガバナー月信の９月号に募

集要項などの詳細が掲載されていますので、地区の

ホームページから一度ご覧ください。

▼17日に地区の国際奉仕・社会奉仕合同の委

員長会議が開催されます。富田・松井会員が、

オンラインで出席されます。

▼18日に地区の米山レクリエーションが行われ、

米山奨学生のミナさんと福村会員が参加されま

す。

▼本日の会報に、先週の理事会の議事録を掲

載していますので、ご確認ください。その中で、

クールビズの期間を5～10月に延長することを承

認いただきました。

▼青森県の大雨被害への支援金ですが、先週

に続き今週も募金箱を回しますので、ご協力を

お願いいたします。

▼地区大会の出欠確認を回覧します。

▼例会場のエアコンが先週に引き続き、まだ故

障中とのことです。ご了承ください。

▼クラブ広報委員会・原田　達也　委員

　先週の卓話で谷口委員長が、友について詳しくご紹

介くださったので、９月号「友」創刊70周年の記事につ

いてもそれ以上ご紹介することがほとんどなく、残念で

す。

　これ以外でも有名な方の記事も多く、「さすがロータ

リーだな」と感じます。千玄室さんも登場されていま

す。個人的にはこれだけの内容があれば、雑誌では

なく書籍にしてもいいくらいではないかと思います。

　バックナンバーの記事は、ウェブでも検索できます。

また「う米お話」という記事も、ご一読ください。

　このほか建築家の隈研吾さんの話も収録されてお

り、「適応力を高める」というロータリーの行動計画もご

覧ください。

ロ ー タリ ー の 友 　 紹 介

幹　事　報　告



▼インターアクト委員会・竹中　浩人　委員長

　11月6日に地区インターアクトの年次大会が、金光

八尾で開催されます。出欠を回覧します。休日です

が、多数のご参加をお待ちしております。

▼ゴルフ部・大熊　勉　副部長

　四輪会の案内が届いております。10月20日に、秋津

原GCで開催されます。コロナの影響で、懇親会と表

彰式は行いません。出欠を回覧します。

「私を語る」

▼北山　弾也　会員

　昨年２月に入会しました。平成

３年生まれで、31歳になりました。

平成生まれです、と言うと、驚か

れます。ゆとり世代と呼ばれます

が、ゆとりを感じないまま大人に

なりました。４人兄弟の末っ子で、

家族からは可愛がってもらいました。

　10代で現在の妻に出会いましたが、当時は自分のこ

とばかり考えていました。高校を卒業して父の経営す

る会社に入りました。早くに結婚し、子どもも生まれま

した。その後、商工会議所の青年部にも入会しました。

　やがて父の会社が経営難に陥り、週末にはアルバイ

トもしながら、なんとか家族を養っていました。その後、

兄と会社を再建するため、理念づくりなどに取り組み

ました。

　これからも社員一丸となって、感謝の気持ちを忘れ

ずに頑張っていきたいと思っております。

▼水野　清慈　会員

　八尾市北木の本の生まれで、現在49歳です。龍華

小・中学校を経て、浪速高校へ進みました。大学は関

西大学の経済学部です。卒業旅行では、アジア大陸

を一人旅しました。

　大学卒業後は高島屋で８年間勤め、妻と結婚しまし

た。その後プルデンシャル生命に転職し、子どもを２

人もうけました。

　たまに飛行機に乗ってお寺へ出かけます。得度もし

まして、法名を観秀（かんしゅう）といいます。脳梗塞を

経験し、生きていてありがたいと感じるようになりました。

　趣味は裏千家茶道です。茶道では、相手を思いや

る心が先に立ちます。

　これからもよろしくお願いいたします。

▼安田　知生　会員

　８月に入会しました。昭和48年、岐阜市の生まれで

す。地元は岐阜城がシンボルで、長良川の鵜飼も有

名です。現在は住まいから近い四天王寺に時々、参

拝しています。２人の娘がいます。

　スポーツ観戦が好きで、高校野球やカーリングもよく

見ます。自分では、アイススケートが少しできます。学

生時代はアイスホッケーをしていました。

卓 　 　 話

そ の 他 の 報 告



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）

　住友生命に勤務しておりますが、これまでに各地へ

転勤して、大阪は４回目になります。当社では今、健

康経営に力を入れています。

　私自身は、部下の成長のサポートに、悩みながらも

取り組んでいます。特に女性が多い職場ですので、

扱いに気をつかうこともあり、悩んでいます。そのため

本を読んだりして、接し方を学んでいるところです。

　今後もよろしくお願いいたします。

▼吉本会長　北山会員、水野会員、安田会員、

卓話よろしくお願いします。写真有難う。

▼長竹副会長　「私を語る」、北山さん、水野さん、

安田さん、頑張って下さい。

▼稲田幹事　相馬プログラム委員長、昨日はお

世話になりました。北山さん、水野さん、安田さ

ん、卓話よろしくお願いします。写真有難う。

▼松本・寺坂・菅野・松井・澁谷・富田・曽家・浦

上・出口・児林（健）会員　写真有難う。

▼山本（昌）会員　本日卓話、北山さん、水野さ

ん、安田さん、ハリキッテガンバッテ！よろしく。

写真有難う。

▼中川・原田会員　良い事がありますように。

▼山本（勝）会員　楽しみの遊びが増えました。

大槻さん、富田さんよろしくお願いします。

▼田中（正）会員　北山会員、水野会員、安田会

員、本日の卓話「私を語る」楽しみにしています。

北山会員、あまり真実を語らないように！佐々木

会員、大変お世話になりました。ありがとうござい

ました。

▼新宮会員　北山さん、水野さん、安田さん、

「私を語る」楽しみにしています!! 写真有難う。

▼吉田会員　北山さん、水野さん、安田さん、私

を語る、楽しみにしています。

▼野村会員　北山さん、水野さん、安田さん、私

を語り切って下さいね。

▼児林（秀）会員　本日、北山会員、水野会員、

安田会員、私を語る、楽しみにしています。写真

有難う。

▼西村会員　田中さん、児林さん、曽家さん、有

難うございました。シーズン79個もエラーしたらそ

りゃ勝てんて! !笑

▼大槻会員　写真有難う。ご夫人誕生日。

▼大熊会員　来週例会欠席お詫び。

▼相馬会員　昨日はプログラム委員会、委員の

みなさまご出席ありがとうございました。写真有難

う。

▼平尾会員　コロナにかかってしまい、ご迷惑お

かけしました。

▼佐々木会員　コロナ、大阪府の警告、赤信号

から黄信号に変わりました。第7派は収束に向

かっています。良かったですが、続いて感染御

注意下さい。

▼谷口会員　原田さん、素晴らしい「友 9月号」

の紹介ありがとうございます！北山さん、水野さ

ん、安田さん、「私を語る」楽しみにしています！

▼竹中会員　北山様、水野様、安田様、「私を語

る」楽しみにしてました。写真有難う。

▼北山会員　本日「私を語る」させて頂きます。

キンチョウしておりますが、宜しくお願いします。

▼水野会員　野村さん、松井さん、倉内さん、先

日はありがとうございました。よいことがありました。

▼安田会員　卓話の時間をいただきありがとうご

ざいます。写真有難う。

■ 出席報告

月日

8/31

9/7

9/14

会員数

62

62

62

出席

48

40

42

うち出席規定
適用免除者

13

9

9

メーク
アップ

0

出席率

82.76％

75.93％

77.78％

確定
出席率

82.76％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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