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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

●出席報告

●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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

1/18　「琴・尺八の演奏」　　　　【100％例会】

　　　　　　三好貴子様と貴泉会（琴）

　　　　　　助演：浅野母久山先生（尺八）

【演目】「春の海」・「上を向いて歩こう」・「知床旅情」他

1/25　職業奉仕委員会　野村俊隆委員長

　年末も押し迫ってまいりましたが、本日も例会にご出

席いただき、ありがとうございます。後ほどゆっくりと、

卓話の時間に上半期の６ヶ月を振り返らせていただき

たいと思います。

▼16、17日に地区大会が開催されました。

▼年内の例会は、今日で最後です。1月は11日に、

初例会をシェラトン都ホテル大阪で行います。

PM5:30から例会で、新年会の会費は1万円です。

▼1月7、8日に、当クラブ主催の新春少年サッカー

大会が福万寺グラウンドで行われます。

▼濵岡会員ご葬儀の供花申し込みを受け付けてい

ます。家族葬につき、弔問は控えてください。

▼1月11日PM4:30より、理事会を開催します。上程

のある方は、資料をご提出ください。

▼事務局は12月27日～1月9日までお休みです。

緊急の連絡は、幹事まで。

第2950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

幹　事　報　告

会　長　の　時　間



▼吉田　恵子　会長

　本日は寄付金をいただき、あり

がとうございます。里親の現状に

関心を持っていただくために、活

動しています。バッジを作ってワ

ンコインの寄付をしていただき、

里子たちに衣服を贈るなどして

います。ＲＣの皆様にも、現状を知っていただけるとあ

りがたいです。

▼水野　清慈　会員

　今月の特集は、疾病予防と治療月間についてで

す。全国のロータリアンの健康めしなど、参考になる内

容もたくさんありますので、ご覧ください。

　またバギオ基金について、フィリピンでの活動などが

紹介されています。このほか日本医師会の名誉会長

の講演要旨が収録されていますので、ご覧ください。

▼出席委員会・原田　達也　委員長

　1月18日の例会は、出席率100％を目指します。当

日ご欠席の場合の、メークアップ予定をご記入くださ

い。回覧いたします。

▼鍋島　圭太　会員

　本日、新春少年サッカー大会への協賛金をいただき

ました。ありがとうございます。本来なら小学生部会の

会長が出席すべきところですが、かわりに八尾市サッ

カー協会の会長として受け取らせていただきました。

　現在、出場する選手は約560名が登録を終了してい

ます。その他の参加者も含めると、当日は約1,000名

の方々が集まります。ロータリーのことを知っていただ

く良い機会にもなると思います。

▼佐々木　洋　会員

　八尾市立病院の田村特命院長が会長を務める学術

集会が、来年5月に行われます。約800名が集まる予

定で、八尾ＲＣの皆様にも広告でご支援いただければ

と思います。1月末まで受け付けております。申込書を

事務局にお渡ししておきます。

▼親睦活動委員会・田中　康正　委員長

　先週は忘年家族会に多数のご参加をいただき、あり

がとうございました。たくさんのご出席で、盛大に行うこ

とができました。

▼クラブ広報委員会・谷口　善紀　委員長

　この度、クラブの横断幕を作成しました。八尾ＲＣの

ことを市民に知っていただこうと、QRコードからホーム

ページへ接続できるようにしました。

　これからいろんな事業で活用いただければと思いま

す。まずは１月の新春少年サッカー大会で使います。

▼職業奉仕委員会・児林　健太　委員

　1月25日の例会後、職業奉仕のレクチャー・フォーラ

ムを開催します。宇野会員に講演いただき、質問も受

け付けます。どうぞご参加ください。

▼社会奉仕委員会・富田　宏　委員長

　本日ゲストのふたば里親会様からのバッジをお配り

しております。里子の衣服の費用に充当されます。募

金箱をまわしますので、ご協力をお願いいたします。

「上半期を振り返って」

▼吉本　憲司　会長

　何分力不足の会長ですが皆様のご指導、ご支援、ご協

力のおかげで、何とか上半期を務めることができました。

改めてこの場をお借りして、皆様に感謝申し上げます。

　まず上半期の会員の動向ですが、残念なことに濵岡千

寿郎会員が18日（日）にお亡くなりになりました。そして今

年は２月にも、わが八尾RCの宝でもある戸田孝会員が他

界されました。一周忌にあたる来年2月15日に追悼例会

を予定しています。

　このほか残念ながら柏木会員が、今月いっぱいで退会

されます。仲間を失うことは大変悲しいことですが、その

一方で上半期には、新しい会員にも入会していただきま

した。８月には水野会員と安田会員にご入会いただき早

卓 　 　 話

そ の 他 の 報 告

ふ た ば 里 親 会 より

ロ ー タリ ー の 友 　 紹 介



速、いろいろな場面でご活躍いただいています。そして

今後も、複数の会員が入会する予定になっております。

　会員増強委員会をはじめ増強にご協力いただいており

ます皆様には改めて感謝いたしますとともに、会員の皆

様にも新しい仲間とぜひ親睦、交流を深めていただきま

すよう、ご配慮をお願いいたします。

　クラブの運営面に関しては、八尾RCにとっても大きな過

渡期にあったのではないかと感じています。残念ながら、

子クラブが２つも解散してしまうという申し訳ない事態と

なってしまいました。八尾東RC様が来年６月で、八尾中

央RC様も今月いっぱいで、解散されることになりました。

　また今年度は、八尾東RC様の山本事務局に当クラブ

の業務もかけ持ちでお願いしました。事務局業務の停滞

と混乱を解消するための苦肉の策でもあり、山本さんに

非常に頑張っていただいているおかげで、何とか業務が

円滑に回る体制が整いつつあると思っています。

　事務局員の人件費を両方のクラブで分担することで、コ

ストも削減できました。そして事務局の共用も開始しまし

た。八尾東ＲＣ様の事務局を早めに引き払ったことで、家

賃が１年分近く節約でき、八尾東さんの財政的な負担も

大幅に軽減できたことと思います。

　そしてさらに上半期の大きな成果としては、事務局内の

断捨離をしたことです。事務局の室内にたまりにたまった

ものを、かなり整理させていただきました。

　今年度からもう一つ変わったことが、ピアノの演奏です。

７月から別府遥さんに演奏をお願いし、例会中はもちろ

ん開会前や閉会後にも生演奏を披露していただき、例会

場の雰囲気に彩りと潤いを添えていただいています。

　ところで別府さんの採用をきっかけに、大阪経済法科大

学とのつながりもでき始めています。上半期には経法大

のボランティア・サークルが、八尾RACの清掃活動に参加

してくださったりしました。

　さて、例会場の運営についてはこのほか、座席の配置

も変更させていただきました。これまではスクール形式で

１テーブルに一人、黙食をお願いしておりましたが、さす

がにいつまでもこのままでは味気ないと考え、新型コロナ

の感染状況が落ち着いた頃を見計らって、対面形式の

テーブル配置を復活させました。

　今年度の特筆すべき成果の一つが、地区での八尾RC

の大活躍です。国際ロータリー第2660地区に、今年度は

八尾RCからなんと異例の４名もの委員長を輩出していま

す。それ以外にも副委員長や委員も含めますと、実に７

名もの方々が八尾クラブを代表して地区でもロータリー活

動に取り組んでいただいています。下半期もそれぞれの

委員会でのますますのご活躍を期待しております。

　出席について、上半期は新型コロナウイルス感染症の

拡大防止に向けた行動制限も緩和され始め、ようやく皆

さんにも会場での出席をお願いできる環境が戻ってまい

りました。上半期の平均出席率は、ホームクラブのみでは

約78％、メークアップも含めますとおよそ80％です。

　さてここでクラブでの活動に目を向けますと、上半期は

各委員会で様々な活動に取り組んでいただきました。そ

して私のわがままで、いくつかの事業の再編を行わせて

いただきました。

　まずはこれまで当クラブが主催して数年間にわたり行っ

てきた年末のイルミネーション事業を、今年度から八尾

RACに移管させていただきました。この移管のねらいとし

ては、RACが前面に立ってこの事業を主催してもらうこと

によって、ローターアクターたちのさらなる成長と飛躍を

促すと同時に、将来的にはこれを八尾RACの看板事業

に育てていってもらうことです。

　もう一つ取り組みたかったことは、事業が集中している

青少年奉仕委員会の負担軽減です。「自然の中で」と輝、

こども食堂への支援については、社会奉仕委員会に担

当してもらうことにしました。不登校対策などについては

単に子どもたちだけの問題ではなく、家族も含めた地域

の課題であるととらえ、社会奉仕の事業と位置付けました。

　最後に改めて、今年も皆さんからいただいたご支援、ご

協力に感謝申し上げます。また様々な形でロータリー活

動に取り組んでいただいたこの６ヶ月間は、皆様にとって

も楽しく、そして充実した時間であったと信じております。

　この半年間は、会員の皆様がお一人おひとり、いろんな

形でロータリー活動に参画していただくことができたと喜

んでおります。「なんか知らんけど、まあまあ楽しかったな

あ」と思っていただければ幸いです。反対に「なんか、あ

んまり面白くなかったな」と思われる方がおられるなら、で

きる限り状況を改善するよう、下半期も努力してまいります。

　来年もより一層、皆様がロータリーライフを楽しんでいた

だけますよう、微力ではございますが、貢献してまいりた

いと考えております。2023年が皆様にとりまして、そして八



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）

尾ＲＣにとりましても、素晴らしい一年になりますことを

願っております。

▼吉本会長　濵岡会員、ありがとうございました。

▼長竹副会長　本年もお世話になりました。

▼稲田幹事　忘年家族会楽しかったです。親睦委員会

の皆様、ありがとうございました。

▼佐野会員　お久し振りです。吉本年度半分終わりまし

た。来年もよろしくお願い致します。

▼寺坂会員　最終例会となりました。来年も宜敷くお願い

致します。

▼山本（昌）会員　鋭気を養い、輝かしい新年を迎えられ

るよう、年末をおすごし下さい！

▼中川会員　例会欠席お詫び。

▼山本（勝）会員　本年最後の例会です。良いお年をお

迎え下さい。濵岡様のご冥福をお祈り致します。お世話

になりました。大きな星がひとつなくなりました。

▼井川会員　吉本会長以下理事役員の皆様、上半期ご

苦労様でした。在籍内祝い。

▼菅野会員　今年も最後になりました。スタッフの皆様、

一年間ごくろうさまでした。

▼田中（正）会員　先日の忘年家族会へのご参加、ありが

とうございました。皆様、今年1年お世話になり、ありがとう

ございました。輝かしい新年をお迎えください。

▼新宮会員　濵岡さんお疲れ様でした。安らかにお眠り下

さい。先日の忘年家族会、多数出席ありがとうございました!!

▼山陰会員　いつもニコニコありがとうございます。あと半

期も宜しくお願いいたします。

▼澁谷会員　残念です。濵岡さんのご冥福をお祈りいた

します。

▼吉田・野村会員　今年もありがとうございました。

▼児林（秀）会員　2022～23年度も半分すぎました。吉本

会長残り6カ月頑張って下さい。卓話楽しみにしています。

▼小谷会員　今年は色々ありました。皆様にはお世話に

なりました。よいお年をお迎え下さい。

▼西村会員　濵岡さんのご冥福をお祈りしております。有

難うございました。

▼大槻会員　親睦活動委員会の皆さん、忘年家族会お

世話になりました。

▼大熊会員　濵岡さん、ありがとうございました。御冥福を

お祈りいたします。来年もよろしくお願いいたします。誕

生内祝い。

▼福田会員　在籍内祝い。

▼相馬会員　今年一年、有難うございました。来年もよろ

しくお願い申し上げます。

▼曽家会員 今年最後の例会となりました。有難うございます。

▼友田会員　賞品を美味しくいただきました。来年もよろ

しくお願いします。

▼平尾会員　濵岡さんいろいろお世話になりありがとうご

ざいました。香典の代わりにニコニコさせていただきます。

▼佐々木会員　コロナやっぱり増えてきました。大阪府病

床確保フェーズ5（緊急避難的確保）になりました。現在、

中・軽症入院2,300人、重症入院106人（大阪府）になって

ます。皆様呉々も御自愛を！

▼谷口会員　水野さん、ロータリーの友紹介、ありがとうご

ざいます。横断幕は新春サッカー大会でデビューします。

ほかのイベントでも使い倒して下さい。

▼原田会員　先日は忘年家族会、お世話になりました。

皆様に良い事があります様に！

▼竹中会員 忘年家族会、楽しかったです。児林会長エ

レクト、例のブツありがとうございました。家族で美味しくい

ただきました。

▼浦上会員　濵岡さん、ご冥福をお祈り申し上げます。

▼出口会員　今年も大変お世話になりました。色々な気付

きと学びと刺激を頂きました。来年もよろしくお願い致します。

▼加藤会員　今年もお世話になりました。来年もよろしく

お願いいたします。

▼児林（健）会員　先日の忘年家族会、皆様ありがとう御

座いました。司会の勉強になりました。本年も大変お世話

になりました。

■ 出席報告

月日

12/7

12/14

12/21

会員数

62

62

61

出席

46

42

45

うち出席規定
適用免除者

10

8

10

メーク
アップ

0

出席率

83.64％

79.25％

81.82％

確定
出席率

83.64％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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