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　本年度一年間は、会員の皆様並びに関係各位皆様に大変御世話になり有難うございまし
た。
　2019～2020年度の当クラブのテーマは、Ｔhe Pursuit True Service and Friendship

「真実の奉仕と親睦を探求する」でありました。私くしは、このテーマを全うすべく全力で
取り組んでまいりました。以下では、本年度の活動報告を具体的にご報告させて頂きま
す。
　クラブ管理運営委員会は小谷副会長を筆頭に大変ご活躍いただきました。この分野は、
クラブ奉仕部門ともいわれ、会員からお預かりした会費をもって、会員各位にサービスを
行う分野であります。この分野が十分に機能する事により、ロータリーライフがより楽し
く充実します。本年度は、小谷副会長のご指導により、各委員会が大変活発な活動を行い
すばらしいロータリーライフを構築していただきました。
　会員増強委員会では、中川廣次委員長のもと、小林副委員長、松井委員、児林委員、平尾
委員はもとより、多くさんのメンバーが増強活動に邁進して頂き、佐々木会員・松岡会員

（以上２名再入会）・倉内会員・鍋島会員・三木会員・森川会員・福村会員・谷口会員の
合計８名もの会員の入会を頂きました。これは2003年大槻美佐夫会長年度の８名以来の
16年ぶりの快挙であります。中川廣次委員長には、大変ご苦労をおかけしました。本当に
ありがとうございました。
　出席委員会は、大槻委員長にご尽力いただき、特に2020年１月15日には、阪神タイガー
スの矢野燿大監督をお招きした際には100％出席例会を開催して頂きました。本当に有難
うございました。
　親睦活動委員会では、山本勝彦委員長、澁谷副委員長はもとより、委員会メンバーにも大
変ご協力頂きありがとうございました。ロータリーの目的は親睦と職業奉仕にあります。
まさに親睦という重要な目的をもって、山本勝彦委員長は、この強い信念を伺わせる熱心
な活動を行って頂きました。2019年７月には久保惣美術館・スターゲイトホテル54階の
レストランスターゲイトを紹介頂きました。ホテルからの眺望は本当に素晴らしく、多く
さんのメンバーが、関西国際空港から飛行機の発着を目を輝かせながら見ておられたの
が、本当に印象的でした。また９月16日には滋賀県陶芸の森と料亭「魚松」でまったけと
近江牛の食べ放題にお連れいただきました。また12月11日には、コンラッドホテルにお
いて、昨年に続いて、大変豪華な忘年会を開催して頂きました。2020年５月に企画されて
おられた越中八尾の「曳きまわし」は新型コロナウイルスの流行の為、中止となったのが残
念です。以上のように山本勝彦委員長には、親睦の重要性を十分に理解され、各メンバー
の親睦の向上の為に大変努力されました。山本委員長大変お世話になりました。
　プログラム委員会におかれましては、長竹委員長が大変素晴らしい運営を行って頂きま
した。卓話は例会の華と言われます。質の高い卓話者が多くさん訪れる事によって、ロー
タリーの会合はより充実し、これが出席率の向上にも繋がります。本年度は行政からは、

松井大阪市長（日本維新の会党首）、大松八尾市長、藤原八尾消防長、佐藤警察署長の皆様
をお迎えして、各方面の新しい情報や政治の話や日本の未来の話など、大変有意義な時間
を過ごす事が出来ました。又、エンターテーメントからは、阪神タイガースの矢野燿大さ
んや、クラシックの調べチェロのアンサンブルでストリングストリオの皆様にお越し頂
き、豪華で格調高い時間を提供いただきました。又、地区からは四宮ガバナーの公式訪問
はもとより、溝畑正信氏、（ポリオ根絶）、泉博朗パストガバナー（ローターアクトの意義）
山﨑修一地区職業委員会委員長（職業奉仕根幹の根幹）、吉田会員（大阪中央ＲＣ）、ロータ
リー学友ディネスシュレスタさん（米山奨学制度と米山学友について）等にお越し頂き、
ロータリーの専門的な知識について卓話頂き大変有意義でありました。
　又、メンバーからは、佐々木会員より（ガン治療あれこれ）や寺坂会員・宇野会員にロー
タリーと企業経営についての卓話を頂きました。
　又、専門分野からは、エキスパートリンクの松田様より経費削減や、西村貴好様より（ほ
め達が人と組織を活性化）などの卓話を頂きました。他にも八尾ロータリークラブの各委
員長、メンバー様に大変素晴らしい卓話を多くさん頂戴頂き、有難うございました。
　「楽しく為になる」が私の例会に対するモットーです。この目的を達成すべく、長竹委員
長には、大変お世話になりました。本当に有難うございました。
　クラブ研修委員会におかれましては、野村委員長が、2019年９月11日にロータリー歴の
浅い会員を対象とした研修委員会および懇親会を開催して頂きました。又、2020年５月
に予定されていた、第２回研修事業は残念ながら中止となりました。一年間ご苦労様でし
た。
　クラブ広報委員会は、新宮委員長、吉本副委員長、福田委員、相馬委員、竹中委員の各位
が大変ご活躍頂きました。広報は、各方面に八尾ロータリークラブ知名度を上げて、新入
会員の増強につなげると共に、メンバーにも正しくて新しい情報を伝える為に大変重要な
委員会であります。活動としては、2019年９月18日に国道170号線のアクロスプラザの
対面に、八尾ロータリークラブの屋外看板を設置して、ロータリーの知名度の向上をめざ
しました。又、10月には笠井による動画の作成をし、内外にロータリーの活動をアピール
しました。
　又、My Rotaryは現在68名中45名の登録を頂き（66％）ロータリークラブセントラルへ
のＰＲ活動実施すると共に八尾ロータリークラブホームページ、ウエブサイトの改修も完
了しました。毎月１回（休止期間を除く）「ロータリーの友」紹介頂き、吉本会員には例会開
催の度に会報作成頂きました。また2020年１月28日にはＦＭちゃおにおいて収録し、八
尾ロータリークラブの紹介をして頂きました。当日は川田社会奉仕委員長、児林国際奉仕
委員長、と笠井が出演し本年度のロータリー活動について熱弁をふるい詳しく紹介しまし
た。この模様は2020年１月31日12時と19時と23時の３回の45分間ＦＭちゃおにおいて
放送されました。ロータリーのメンバー各位や地元の皆さん地区の皆様に向けて幅広く
広報活動を行って頂き本当にありがとうございました。
　越中八尾ロータリークラブ担当委員会におかれましては、新型コロナウイルスの流行の

為に、２月５日の公式訪問一回のみとなりました。澁谷委員長、濵岡副委員長、児林委員、
宮川委員ご苦労様でした。
　ＳＡＡ委員会は稲田委員長のもと、佐野会員、中川（將）会員、大槻会員、北野会員、友田
会員、曽家会員、鼓呂雲会員、平尾会員が副委員長を務めて頂き目覚ましい活躍をして頂き
ました。食事の質の向上や、ナイト例会の開催等大変ご尽力いただきました。特に素晴ら
しかったのが、ニコニコの集金額の多さであります。ここ４年間のニコニコ額の推移をみ
ると　　　　　　　　　　　　　　　　

以上で分かる様に本当に熱心な勧誘によって大変多く獲得して頂きました。言うまでも
有りませんが、管理部門の原資は会員の支払う会費で、まかなわれますが、奉仕部門の原資
はニコニコの集金収入でまかなわれます。本年のＳＡＡ委員会の皆様は、この事をよく理
解され、会員各位に何度も何度も繰り返し、ニコニコへの協力を訴え理解を得た結果が出
ていると思います。ＳＡＡ委員会の皆様、ご苦労様でした。本当に有難うございました。
　職業奉仕委員会におかれましては、職業奉仕の理念を正しく理解する為に、地区職業奉
仕委員長山﨑修一様や井川会員に卓話を頂きました。又、メンバーの職業スキルを向上さ
せるために１月22日帝国チャックの寺坂会員、アーテックの宇野会員に例会時に卓話して
頂いた後に、企業見学を行いました。八尾ロータリークラブでも特に素晴らしく経営を
行っておられる両企業を訪れ、メンバーの皆様共々大変勉強させて頂きました。又、２月
12日にはエキスパートリンクの松田様に「経費削減」に関する卓話を、６月24日には、北野
秀樹様にコロナウイルス関連融資に関する卓話を頂きました。今年は職業奉仕において
も充実した企画をして頂きました。西村会員本当にご苦労様でした。有難うございまし
た。
　社会奉仕委員会では、川田委員長、柏木副委員長、中島委員、高井委員、奧谷委員、佐々木
委員、川村委員のメンバーにご活動頂きました。今年はロータリーメンバーだけではな
く、八尾ＲＡＣ予定者や東大阪ＲＡＣのメンバーや金光八尾のインターアクトメンバー
や、不登校対策支援事業「輝」のメンバーも巻き込んで、様々な事業を展開して頂きました。
　本町２丁目のイルミネーションの点灯式や高齢施設での餅つき大会等を多くさんの
方々の参加でもって、盛大に行って頂きました。又、３月～５月の例会休会中にも、八尾
ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業を行って頂き、地区の四宮ガバナーから
もお褒めの言葉を頂きました。又、地区の「友愛」の事業にも参画し、八尾市立病院に使い
捨てマスク3,000枚布マスク200枚を寄贈して頂きました。有難うございました。

　国際奉仕委員会におかれましては、児林委員長、濵岡委員を中心に熱心に国際事業に取
り組んで頂きました。世界の最貧国の１つであるネパールにおいて、「命の水　教育の場
を求めて！！」の事業を行って頂きました。これは、山脈からパイプラインを敷き生活用
水を確保し、識字率の向上のための教育の場を提供する活動で素晴らしく成果を上げて頂
きました。又、年末には、メンバーの家族も多数巻き込んで、ネパールに於いて、医療キャ
ンプに参加し、角膜手術の支援事業に参加して頂きました。本当にご苦労様でした。又こ
れらの事業において八尾ロータリークラブからの資金拠出にも限界が有ることから、児林
委員長、濵岡会員、小谷副会長や、吉田幹事からも資金の提供を受けました。本当に有難う
ございました。ご苦労様でした。
　ロータリー財団委員会におかれましては、北野委員長が中心となり活動して頂き、卓話
を通じて、ロータリー財団への理解を深めると共に年次基金として一人当たり150$の寄
付金達成に、成功されました。本当にご苦労様でした。有難うございました。
　青少年奉仕委員会におかれましては、田中委員長、宮川副委員長、西委員、藤田委員、山
本（隆）委員、友田委員のメンバーで活動を行って頂きました。委員会は毎月行われ、活動
としても　①金光八尾高校インターアクトクラブ活動参加支援活動　②自然の中での活
動　③リーダー研　④地区青少年事業の参加　⑤こども食堂の支援　⑥不登校生対策

「輝」事業の設立協力運営協力　⑦八尾ローターアクトクラブの設立　⑧ＲＹＬＡ受講へ
の参加。２名動員などのすべての項目で目標達成されました。中でも八尾の不登校生支
援活動においては、八尾ロータリークラブでは設立費用の40％以上に当たる136万円もの
資金を地区からの協力も得て拠出しました。又、2020年６月22日には、八尾ロータリーク
ラブの有志７名が政府からコロナ対策で得た10万円を出して70万円の浄財を「輝」に寄付
しました。これは５月の理事会で、児林国際奉仕委員長が、国から得たお金で何か良い事
をしようという提案があり、八尾ロータリークラブが中心となって設立した「輝」が新型コ
ロナウイルスの影響も有り、企業からの寄付金が細っているのと50名の生徒を集めるの
が、コロナウイルスによって遅れている為、運営費用が当初予算よりも大きく不足してい
て運営に窮しているという事なので、資金を供給することにしました。具体的には佐野会
員、濵岡会員、井川会員、小林会員、田中委員長、児林会員、笠井の７名で70万円を寄付し
ました。
　又、ローターアクトクラブ設立にも大変ご尽力頂き、気の遠くなる様な準備に次ぐ準備

（別紙 資料１）を重ねて、2020年２月５日に国際ロータリークラブより正式に認証され、
正式に発足されました。その後、他のローターアクトクラブ見学と八尾ローターアクトク
ラブの模擬例会を重ねる予定でしたが、新型コロナウイルスの流行により、活動が停止さ
れ、四宮ガバナーを迎えても認証状授与式も無期延期となりました。次年度以降の八尾
ローターアクトクラブの理事役員も固まっており、既に次年度に向けての歩みを始めてお
ります。６月29日には、八尾ローターアクトクラブの本年度最終例会を迎えます。今後の
ローターアクトクラブの活動にも田中会員及び田中祐子元東大阪ＲＡＣ生様にご活躍頂
けます様よろしくお願い致します。田中委員長本年度は本当にご苦労様でした。有難う
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ございました。
　米山奨学委員会は、松井委員長、山陰副委員長、山本（義）委員」によって活動して頂きま
した。米山奨学制度に対しての意識調査を行い、地区の委員会にも問題提起行い、地区の
米山委員会にも八尾ロータリークラブに来て卓話をいただく予定でしたが、新型コロナウ
イルスの影響で、中止となり大変残念です。又、新型コロナウイルスで、例会休会中にも米
山の勉強会を、大阪中央ロータリークラブの吉田会員と米山奨学学友会のディネスシュレ
スタさんを招き行いました。大変有意義な勉強会となり、特に吉田様の「米山奨学生を見
るな米山学友を見ろ」と言う言葉は今も心の中に残っています。松井委員長本当にご苦労
様でした。有難うございました。
　インターアクト委員会は曽家委員長、児林副委員長、大槻委員、竹原委員で活動して頂き
ました。当クラブのインターアクトクラブは30年もの歴史が有り、年を重ねるごとに活発
に活動されております。金光八尾のインターアクトクラブは、人数においても活動の質に
おいても、2660地区内で、最大のクラブとしての地位を確立しておられます。曽家委員長
も大変熱心に活動され、金光八尾中高学校へバザーの商品をメンバーから募り寄付され、
そこでの売上をロータリーのポリオ根絶の為の基金に寄付される等、素晴らしい活動をし
て頂きました。又、本年度は多くの金光八尾インターアクトクラブのメンバーや顧問の先
生方が八尾ロータリークラブの夜間例会やもちつき大会等にも積極的に参加して頂きま
した。有難うございました。　
　ローターアクト委員会は、児林会員を委員長にして総勢20名ものメンバーで活動して頂
きました。ローターアクトクラブの設立は、八尾ロータリークラブとしては、30年前にイ
ンターアクトクラブを設立して以来の一大事業でありました。初代委員長の児林会員に
大変ご苦労をおかけしました。
　おかげ様を持ちまして、2020年２月５日には、国際ロータリーにおいて八尾ローターア
クトクラブを正式に認証を受けました。現在約30名もの八尾ローターアクトクラブ生が
在籍しておりますが、新型コロナウイルスの影響で活動中止もあり、次年度にむけての準
備をしておられます。今後八尾ロータリークラブ・八尾ローターアクトクラブ・八尾イ
ンターアクトクラブの３クラブは共に益々発展する事を願ってやみません。児林ロー
ターアクトク委員長、本年は本当にご苦労様でした。有難うございました。

　以上で各委員会活動のご報告並びに各委員長、委員各位に対する御礼とさせて頂きま
す。
　次に八尾ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業をご紹介します。

八尾ロータリークラブ新型コロナウイルス対策事業について
　2020年４月10日金曜日17時１分に、2660地区より当クラブに１通のメールが送信され
ました。それは、2660地区がコロナウイルス対策として、１クラブ50万円を上限として、
400万円の補助金を受付ける旨のメールでありました。送信時間が金曜日の17時１分で

あり、ほとんどのクラブの事務局は17時に終了しているので、このメールをクラブ関係者
が目にするのは13日の午前中になります。私も13日にこの補助金を使い、コロナウイル
スの為にやり残した事業を何とかしてやり遂げたいと思い奔走しました。
　先ずやり残した事と言えば、里親会に対する事業でありました。当初東大阪里親会の里
子、その兄弟、里親を連れて八尾ローターアクトクラブ会員にも手伝ってもらって、白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を予定していたが、３月よりクラブの全ての行事が中
止され、この事業も例外ではありませんでした。そこで里親会の方々にコロナ対策をしよ
うと考えました。方法としては、学校休校中に使用出来る教育資材や消毒液、マスク等の
配布が候補に挙がりましたが、教育資材を配布はまんべんなく効率よく配布するのは難し
いという観点から外され、消毒液で進み始めました。
　相馬会員、川田会員と相談しながら先ず幹事・副会長の了承を取り付け、理事役員も一
人一人電話で了解してもらい、安堵していたのも束の間、４月14日の11時頃、消毒液が厚
生労働省の基準を満たしている確証が取れないとの指摘を受け、急遽消毒液をマスクに変
更する判断を下しました。宇野会員に連絡を取り、外出先より会社に電話をして頂きマス
クの見積書をもらい、飯田エレクトに連絡して今日中にサインが必要なので夕方まで会社
に待機する様お願いをしました。相馬会員が、15時から補助金申請書の作成作業に入れる
と伺い、15時前より相馬会員の会社近くで待機していたところ、携帯電話で連絡を受け、
申請書を頂きに上がりました。その場で本年度会長のサインを書き、その足で飯田会長エ
レクトの会社の近くまで赴きエレクトのサインを頂き申請書をその足で相馬会員の会社
へ届けて地区への送信を依頼しました。その後、相馬会員の最終チェックを経て14日の
18時１分に地区への申請を完了しました。
　13日午前中に見た補助金を14日の夕方には完成させましたが、400万円の補助金は80
クラブ中８件分しかなく、かなり過酷な争奪戦だったようです。当クラブの申請は、皆様
のお陰を持ちましてギリギリで滑り込む事が出来ました。
　４月27日16時に里親会を川田社会奉仕委員長、川村会員、児林会員と笠井が訪れ、直接
マスクを手渡しました。アドベンチャ－ワ－ルドの事業が中止になり、沢山の子供達に泣
かれたとの話を伺い断腸の思いでしたが、いつの日か八尾ロータリークラブとして白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を行いたい旨を告げて贈呈式を終了して、４月28日に
は当クラブが最大のスポンサーとして立ち上げた不登校生の教育機関である輝と、子供食
堂の子供達の為のマスクの贈呈式を行いました。輝と子供食堂の代表である浦上氏は、

「貴重なマスクを頂き本当にありがとうございます。」と喜んで頂きました。
　当日は田中青少年委員長、小谷副会長、吉田幹事、吉本会員、笠井の５名で贈呈式に参加
しました。この模様は、４月30日の読売新聞にも掲載されました。
　この地区の補助金とは別に同時進行で八尾市役所への飛沫感染予防板の贈呈事業を進
めていました。2020年４月15日に所用で八尾市役所を訪問した際に当時の市役所にコロ
ナウイルスの飛沫感染対策が何も無かった事に愕然として、直ちに市役所に防止板を寄贈
しようと思いました。そこですぐに八尾ロータリークラブの松井会員に連絡を取り、八尾

市に防止板を寄贈したいとの旨を、市長に伝えて頂ける様にお願いをしました。松井会員
は早速市長に連絡を取って頂き、４月16日朝に市長を訪れる約束を取って頂きました。
　そして４月16日朝一番に大松市長と面会し、「喜んで頂戴します。」との回答を頂きまし
た。当初は市役所の１階部分に設置する予定でしたが、市の職員の方が市役所の全館と、
出張所と、図書館の分もと言われたので、初めの予算を大幅に上回りましたが、どうせなら
喜んでもらえる方がよいと思い引き受ける事にしました。
　この防止板は、当社のＰＥＴボトル100％リサイクル高透明板を使用し、大阪府から出
たＰＥＴボトル原料を使用している為に「大阪もん」の認定を受けており、国のエコマーク
の認定も受けています。又、大松市長との約束で市役所で不要になった際には全てを引
取、当社で再利用することになっています。
　原板の製造は笠井産業株式会社が行い、原板をカットするのは、八尾ロータリークラブ
の会員である鍋島さんの会社である伊豆田株式会社で行い、書類の受け渡しの際の開口部
の抜き加工を株式会社八尾パッキングが行い、防止板を立てる為に使う折り曲げ加工を広
志工房が行いました。この防止板は八尾の業者で完成されています。
　当初はプレートの加工賃は全て笠井産業株式会社が支払う覚悟をしていましたが、加工
業者の３社が３社共、八尾市と八尾市民の為に役立てるなら無償で協力したいとの申し入
れがあり、大変嬉しく思いました。
　これはまさに、ロータリークラブで学んだ職業奉仕事業が実践出来たと言えます。職業
奉仕の定義は、「高い倫理観、道徳性、高潔性を持ち、相手の立場に立って思いやりを持って
天職である職業に励み、これを業界にも広げて行く」とあります。いつも一緒に仕事をし
ている方々にも職業奉仕の理念を理解されている事が本当に嬉しかったです。これで松
井会員と鍋島会員と笠井とあと業会の方も巻き込んだ八尾ロータリークラブの事業が１
つ完成しました。
　そしていよいよ４月24日の贈呈式の日がやって来ました。当日は松井会員、吉本会員、
鍋島会員、加工業者の広志工房の前原氏、株式会社八尾パッキングの水舎氏、笠井産業株式
会社の社員２名、笠井、私の嫁と長兄を連れ市役所の１階で贈呈式に臨みました。市役所
全フロアーに防仕板が並んでいるのを見て、これで市役所を訪れる市民と市職員の安全に
少しでも役立てると思うと本当に嬉しかったです。尚、この模様は４月25日産経新聞を始
め、４月25日毎日新聞、４月28日の読売新聞等にも掲載されました。
　この他にも、八尾ロータリークラブの親睦と職業奉仕が結実した事業が有ります。それ
は宇野会員の株式会社アーテックが輸入したマスクを、松っちゃん給食の小林会員が学校
給食の休業により過剰になった人員約100名を派遣し、検品作業を補助し、八尾市が検品
場所として、市の体育館を無償で貸与する一方、八尾市の名前の入ったマスク購入権を、株
式会社アーテックのコスト負担（約400万円）で日本郵政のポスティングシステムを利用
して、八尾市全戸（約13万世帯）に配布させる。 
　そのマスクの引き渡し場所を、シグマ薬局の奥谷会員の８店舗と松ちゃん給食の２つの
事業所が担うというものです。価格は50枚入り１箱2,690円で１世帯２箱まで買う事が出

来ます。
　「ロータリーの親睦は出席から」と言われますが、20年近い歳月が３社に大きな親睦関
係を築き、今回の事業に繋がりました。これは本当にわがクラブにとって喜ばしい出来事
であります。又、今回事業を行う事によって、小林会員、宇野会員、奥谷会員の3会員の親
睦がより深まる事を祈って止みません。尚この模様は５月３日の毎日新聞に掲載されま
した。尚、宇野会員は、この他にも八尾市の教員の方々に１人当たり10枚ずつ、計1,300枚
のマスクを無償で提供されました。これも含めて、八尾ロータリークラブの活動にする様
申し出て頂きました。
　その他にも八尾ロータリークラブの宇野会員と佐野会員が、八尾市立病院でマスクが不
足しているということを知り、10,000枚のマスクを八尾ロータリークラブの事業として寄
贈されました。佐野会員は何十年間も親子２代に渡り、海外で毎年学校や図書館を寄贈さ
せており、今回の寄贈はご本人にすれば額も少なく、恥ずかしいので匿名にして欲しいと
の事でしたが、同クラブ内の事なので、公表させて頂きます。ありがとうございました。
　その後、地区からの新型コロナウイルス対策事業として「友愛」の事業が提案され、八尾
ロータリークラブもこれに参加し、地区に頂いた使い捨てマスク2,000枚と布マスク200
枚と八尾ロータリークラブより1,000枚の使い捨てマスクを寄贈しました。
　又、その他にも八尾ローターアクトクラブ会員の北山会員も、八尾市に2,000枚のマス
クを寄贈されました。出来たばかりの八尾ローターアクトクラブ会員の間にも奉仕の心
がどんどん育ちつつある事を聞くに至り、大変嬉しく心強く思います
　この様に、地区から提案された補助金をきっかけに、今まで述べてきた様に八尾ロータ
リークラブの新型コロナウイルス感染対策事業は大きく花開きました。ロータリークラ
ブの活動は、池に１つの石を投げた時に、波紋がどんどん広がっていく様なものだと教わ
りました。
　新型コロナウイルスの影響で、メンバーも集められないし例会も出来ず、活動資金であ
るニコニコ箱の集金さえ出来ない現状でありますが、私達八尾ロータリークラブには長年
多くのメンバーが、親睦で培った信頼関係や職場奉仕で学んだ相手を思いやる心や、奉仕
の心が有ります。この八尾ロータリークラブの心を持って、メンバー全員が新型コロナウ
イルスとの戦いに必ずや打ち勝つ事を確信しております。
　最後に四宮ガバナー初め、福家財団委員長からタイムリーな補助金を頂いたお陰で、私
の年度として素晴らしい事業総仕上げができました。本当にありがとうございました。
　また、本年度の最終事業として、国より国民１人当り10万円支給された補助金で何かよ
い事をしようと言う児林会員の提案を受けて、八尾ロータリークラブが主宰して設立され
た不登校児童対策機関である輝が、新型コロナウイルスの影響で資金が不足しているとい
う事を聞きつけ、メンバー有志で寄付する事になりました。佐野・井川・小林・田中・濵岡・
児林・曽家・竹中・笠井の９名で、90万円の資金を寄付しました。
　次に数字で見た八尾ロータリークラブの奉仕部門のご報告をさせて頂きます。

他に地区よりマスク2,000枚　　　　　　　　 奉仕部門個人負担分
布マスク200枚　　　　　　　 　　　佐野会員、宇野会員マスク　 52万円
次年度以降地区補助金獲得額　　40万円　　　地区より獲得したマスク　　15万円

（八尾市立病院分）
　　　　　　　　　　　　 7,270,205円　　　鍋島会員、笠井他、八尾市役所及び
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　国際交流センターへ飛沫防止パネル　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 158万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野会員、八尾市民への通信費　400万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野、濵岡、井川、小林、田中、児林、曽家、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中、笠井　　　　　　　輝 90万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　合　計　　　　14,420,250円

　つまり、本年度皆様からお預かりしたニコニコの寄付金5,220,000円は、地区より獲得
した補助金および会員有志の貴重な浄財とあわせて14,420,250円の奉仕額（ニコニコの
約2.7倍）として、地元地区の奉仕を受ける事を必要としている受益者や行政、市機関等に
奉仕させて頂きました。有難うございました。

　最後に受賞に見る本年度の検証をさせて頂きます。
　別紙 資料２は、ロータリー会長賞の受賞に関する説明書であります。ご覧になれば分
かります様に、当年度は「新しいクラブをつくる」という一項目を除いて、全項目達成とな
りました。
　もともと上段の９項目より５項目目９項目目より５項目の達成を要求されておりまし
たが、新型コロナウイルスの影響を考慮して、３項目ずつの達成で良い事に変更になりま
したが、当クラブはほぼ全項目で達成となりました。又、右欄の４項目の内３項目に上の
達成となるので、通常の会長賞にあわせてロータリー会長賞プラチナ賞の獲得を予定して
おります。これも一重に八尾ロータリークラブの会員の皆様の質の高さと努力のたまも
のと思います。本年度は皆様のお陰を持ちまして良い年度とする事が出来ました。本当
に有難うございました。

　2019～2020年度八尾ロータリークラブの幹事という大役を仰せつかり、緊張の連続で
した。理事役員及び会員皆様のご協力とご理解で、１年間無事年度を終わることができま
した。心より感謝を申し上げます。今後も八尾ロータリークラブの為に私ができること
は、精一杯頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

56期　山本昌市年度
57期　菅野茂人年度
58期　山本勝彦年度
59期　笠井　実年度

47
46
48
34

例会数 会員数集金額 １回当り集金額 １回１人当り金額

54
58
60
68

1,383
1,355
1,439
2,257

3,510,160
3,615,000
4,138,000
5,220,000

74,684
78,587
86,208

153,529

ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロータリー戦略計画の優先事項を
支えるために、以下に挙げられた活動項目を達成したクラブを称えることを
目的としています。クラブは、これらの項目を達成するために丸1年間をかけ
て取り組みます。

クラブがMy ROTARYでクラブ・会員の情報を更新している限り、多くの項
目の達成状況は、国際ロータリーで自動的に確認することができます。い
くつかは、ロータリークラブ・セントラルなどのオンラインツールを使って、
クラブが達成状況を入力する必要があります。ロータリー賞の受賞資格を
満たすには、年度開始時から終了時までクラブが正規にRIに加盟してい
ることが条件となります。2019年7月1日時点の会員数と比較して算出さ
れ、2020年7月1日時点の会員数が確定する2020年8月15日以降に表彰
されます。

人びとをつなぐ
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ会員増強委員会を設置し、その委員
長を国際ロータリーに報告する。

  会員1名の純増を達成する。

  既存会員と新会員の維持率を維持または改善する：

  クラブの会員維持率を1ポイント上げる。 または

  2018-19年度のクラブの会員維持率が90％以上である場合、これを
維持する。

  女性会員または40歳以下の会員1名の純増を達成する。

  会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社会にあるビジ
ネスと専門職の実情に沿った会員基盤を築くために活動する。

 新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会共同隊のスポンサーま
たは共同スポンサーとなる。 

  インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱または共同提唱
する。 

  ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーでネットワークを広げ
る機会を紹介する。 

  青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。 

行動する
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ財団委員会を設置し、その委員長を
国際ロータリーに報告する。 

  奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。 

  年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少なくとも100米ドルとな
る。 

  ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした行事を
開く。 

  ロータリーの6つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉仕プロ
ジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。 

  クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティア活動に
費やした時間、募金額など）をRotary.orgに投稿する。

  企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを継続または確立し、
プロジェクトで協力する。 

  ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変える行動人」キ
ャンペーン用広告・資料、その他の関連資料を活用する。 

  クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメディアと話す機会
を手配する。 

2019-20年度　 
ロータリークラブ対象のロータリー賞 

2019-20年度　 
ロータリー会長特別賞 

ロータリークラブ対象 
ロータリー賞を達成し、さらに以下から1項目を達成した場合「シルバー賞」、 
2項目達成で「ゴールド賞」、3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

  リーダーをつなぐ：会員5名以上の純増を達成する。 

  家族をつなぐ：会員の家族、青少年プログラム参加者や地域社会のその
ほかの人たちが参加できる家族志向の奉仕プロジェクトを実施する。

  職業や専門知識をつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシッ
プ、自己研鑽、専門能力開発プログラムなどを開始または継続する。

  地域社会をつなぐ：少なくとも月に4回、ソーシャルメディアでクラブとそ
の奉仕活動の情報を発信し、クラブ会員がいかに「世界を変える行動
人」であるかを示す。 

なお、今年度は、ロータリー賞の必須項目を達成し、さらに追加項目から 
1～3項目を達成したロータリークラブに、ロータリー会長特別賞が贈られます。

資料２

× ←  この項目以外すべて達成×

2019年度 奉仕事業収支
収　　　入

支　　　出

金　　額摘　　　要

総　　合　　計

金　　額摘　　　要奉仕委員会

ニコニコ
地区補助金（輝）
地区補助金（ロータリーデー）
地区補助金（コロナ）
ＲＡＣ地区補助金
利　　息

5,220,000
530,172
270,000
500,000
200,000

33
6,720,205

83,198
83,198
10,648
10,660

274,841
499,389
502,480
50,880

1,348,898
1,130,000

109,072
1,239,072

354,701
1,360,864

61,540
20,660

276,864
11,410
20,000
69,880
30,000
33,000
20,000

100,000
100,000

2,458,919
6,160

94,035
409,698

9,000
518,893

1,071,225
6,720,205

会社訪問（飲み物・バス代・お土産）
　　　　　　　　　　合　計　①
八尾市文化芸術芸能協賛・振込手数料
八尾市市民憲章推進協議会会費・振込手数料
餅つきプロジェクト
ロータリーデー
コロナ事業
友愛・振込手数料
　　　　　　　　　　合　計　②
ネパール事業
台北東ＲＣ祝い金・お土産
　　　　　　　　　　合　計　③
自然の中で協賛・飲み物・振込手数料
輝（不登校対策）
ＲＹＬＡ登録・振込手数料
東大阪ＲＣラグビー事業協賛
インターアクト海外研修・振込手数料
インターアクト例会会食費
金光八尾高校文化祭祝金
インターアクト年次大会登録・振込手数料
忘年家族会（金光八尾高校２名）
餅つきインターアクトバス代
金光八尾高校卒業祝い
インターアクト活動費
子ども食堂
　　　　　　　　　　合　計　④
ローアクトクラブ認定料・振込手数料
会議費
旗・テーブル・椅子・鐘・ホワイトボード振込手数料
１/15 会食費３名分
　　　　　　　　　　合　計　⑥
今年度発生した繰越金　⑦
総合計　①+②+③+④+⑤+⑥+⑦

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

青少年奉仕委員会

ＲＡＣ委員会

} 約15万円

八尾ローターアクトクラブ候補生活動報告書

八尾ＲＣ：児林委員長・曽家・田中
八尾ＲＣ：小谷副会長・吉田幹事・濱岡・稲田・川田・柏木
　宮川・大槻・山本・相馬・田中
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・井川・濱岡・藤田・友田・田中
地区ローターアクト委員長：菅本泰年
地区副幹事 柳澤大輔
吹田ＲＣ：井川亜里紗　　東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・田中祐子
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・佐野
　井川・稲田・田中・相馬・山本・曽家・友田
八尾ＲＡＣ候補生：
　児林成輝・児林皇輝・加藤千尋・樽井大樹・富永達也・芝田和樹・
　小林佑希・栗山休恭章・大井将嗣・東中愛果・松本祐希・金村哲寛・
　田中聡一郎・滝澤俊兵・赤池保人・斉藤智文
八尾ＲＣ：藤田
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章

八尾ＲＣ：児林委員長・田中・曽家
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・大井将嗣
八尾ＲＣ：笠井会長・濱岡・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・松山聖矢・松田真優佳
八尾ＲＡＣ候補生：有田伊織
八尾ＲＡＣ候補生：赤池保人・倉角和哉
東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・倉角和哉・丸田優輝樹
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・富永達也・芝田和樹・
　山岡美那・児林成樹・上農梨花
東大阪ＲＡＣ：
　松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子・桑田杏奈
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・松山聖矢・
　有田伊織・大井将嗣・北山弾也・児林皇輝・丸田優樹・東中愛果・
　倉角和哉・川口哲生・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：小谷副会長・曽家・田中・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・
　小林佑樹・倉角和哉・金谷光泰
八尾ＲＡＣ候補生：小林佑樹・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡
　藤田・友田・曽家・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・小林佑樹・倉角和哉・
　金谷光泰・加藤千尋・栗山恭章・有田伊織・北山弾也
天王寺ＲＣ：西浦
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・児林委員長・濱岡・稲田・新宮
　宮川・大槻・藤田・友田・曽家・相馬・山本・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・松山聖矢・有田伊織・大井将嗣・金谷光泰・赤池保人・
　滝澤俊兵・倉角和哉・芝田和樹・富永達也・中村和希・丸田優樹・
　中熊麻衣・北山弾也・児林成輝・志綾香・志樹理梨亜
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡・
　稲田・新宮・宮川・大槻・藤田・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・倉角和哉・
　丸田優輝樹・有田伊織・金谷光泰・北山弾也・中村和希・丸田優樹
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・有田伊織
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・有田伊織・松本祐希・栗山恭章・小林祐希
八尾ＲＣ：曽家
八尾ＲＡＣ候補生：
　倉角和哉・中村和希・大井将嗣・丸田優樹・栗山恭章
八尾ＲＣ：川田・新宮・藤田
八尾ＲＡＣ候補生：滝澤俊兵・北山弾也
八尾ＲＣ：吉田幹事・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＣ：小谷副会長・友田
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・有田伊織・川口哲生
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松山聖也・小林佑樹

東大阪ＲＡＣへ見学
東大阪ＲＡＣへ見学

大阪西南ＲＡＣへ見学
初顔合わせ

大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪梅田ＲＡＣ天満橋ＲＡＣ
　　 合同例会への参加
枚方ＲＡＣ大阪梅田ＲＡＣ
東大阪ＲＡＣの合同例会へ参加
大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪東ＲＡＣ例会へ参加
大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加
イルミネーション点灯式

シンポジウム

もちつき大会

ＲＡＣ忘年会

矢野監督の講演会
役員選別会

第一回模擬例会

第二回模擬例会

かるた大会
地区献血

大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加

東大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪南ＲＡＣ例会へ参加

大阪西南ＲＡＣ例会へ参加

Uコミュニティホテル
Uコミュニティホテル

大阪富国生命ビル
籠の屋

ハービスPLAZA６F

大阪キャッスルホテル３F

クレオ大阪東

阪急グランドビル26F

大阪産業創造会館
天王寺
本町公園

大阪国際会議場

ひのき苑

味園

商工会議所
八尾市ＢＢＳ

リノアス７F

リノアス７F

東大阪アリーナ
京橋駅前

天王寺

Uコミュニティホテル

大阪ガスビル食堂

南船場

扇町スタジオ

19:30～21:00
19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:30

19:30～21:00

19:30～21:00

18:00～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:00
16:30～18:00

16:00～17:30

10:00～14:30

19:30～21:00

13:00～13:30
19:30～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00

9:00～14:00
11:30～16:00

19:30～21:00

19:30～21:00

19:00～20:30

19:30～21:00

19:30～21:00

８月21日
10月２日

10月23日
10月25日

11月５日

11月６日

11月16日

11月19日

11月21日
11月26日
12月７日

12月14日

12月21日

12月27日

１月15日
１月16日

１月27日

２月３日

２月９日
２月16日

２月18日

２月19日

２月21日

２月25日

２月26日

資料１
開 催 日 時 　 間 開 催 場 所 活 動 名 称 参 加 者 （敬称略）



会 長　笠　井　　実

本年度を振り返って

御　　礼

-１- -２- -３- -４- -５-

　本年度一年間は、会員の皆様並びに関係各位皆様に大変御世話になり有難うございまし
た。
　2019～2020年度の当クラブのテーマは、Ｔhe Pursuit True Service and Friendship

「真実の奉仕と親睦を探求する」でありました。私くしは、このテーマを全うすべく全力で
取り組んでまいりました。以下では、本年度の活動報告を具体的にご報告させて頂きま
す。
　クラブ管理運営委員会は小谷副会長を筆頭に大変ご活躍いただきました。この分野は、
クラブ奉仕部門ともいわれ、会員からお預かりした会費をもって、会員各位にサービスを
行う分野であります。この分野が十分に機能する事により、ロータリーライフがより楽し
く充実します。本年度は、小谷副会長のご指導により、各委員会が大変活発な活動を行い
すばらしいロータリーライフを構築していただきました。
　会員増強委員会では、中川廣次委員長のもと、小林副委員長、松井委員、児林委員、平尾
委員はもとより、多くさんのメンバーが増強活動に邁進して頂き、佐々木会員・松岡会員

（以上２名再入会）・倉内会員・鍋島会員・三木会員・森川会員・福村会員・谷口会員の
合計８名もの会員の入会を頂きました。これは2003年大槻美佐夫会長年度の８名以来の
16年ぶりの快挙であります。中川廣次委員長には、大変ご苦労をおかけしました。本当に
ありがとうございました。
　出席委員会は、大槻委員長にご尽力いただき、特に2020年１月15日には、阪神タイガー
スの矢野燿大監督をお招きした際には100％出席例会を開催して頂きました。本当に有難
うございました。
　親睦活動委員会では、山本勝彦委員長、澁谷副委員長はもとより、委員会メンバーにも大
変ご協力頂きありがとうございました。ロータリーの目的は親睦と職業奉仕にあります。
まさに親睦という重要な目的をもって、山本勝彦委員長は、この強い信念を伺わせる熱心
な活動を行って頂きました。2019年７月には久保惣美術館・スターゲイトホテル54階の
レストランスターゲイトを紹介頂きました。ホテルからの眺望は本当に素晴らしく、多く
さんのメンバーが、関西国際空港から飛行機の発着を目を輝かせながら見ておられたの
が、本当に印象的でした。また９月16日には滋賀県陶芸の森と料亭「魚松」でまったけと
近江牛の食べ放題にお連れいただきました。また12月11日には、コンラッドホテルにお
いて、昨年に続いて、大変豪華な忘年会を開催して頂きました。2020年５月に企画されて
おられた越中八尾の「曳きまわし」は新型コロナウイルスの流行の為、中止となったのが残
念です。以上のように山本勝彦委員長には、親睦の重要性を十分に理解され、各メンバー
の親睦の向上の為に大変努力されました。山本委員長大変お世話になりました。
　プログラム委員会におかれましては、長竹委員長が大変素晴らしい運営を行って頂きま
した。卓話は例会の華と言われます。質の高い卓話者が多くさん訪れる事によって、ロー
タリーの会合はより充実し、これが出席率の向上にも繋がります。本年度は行政からは、

松井大阪市長（日本維新の会党首）、大松八尾市長、藤原八尾消防長、佐藤警察署長の皆様
をお迎えして、各方面の新しい情報や政治の話や日本の未来の話など、大変有意義な時間
を過ごす事が出来ました。又、エンターテーメントからは、阪神タイガースの矢野燿大さ
んや、クラシックの調べチェロのアンサンブルでストリングストリオの皆様にお越し頂
き、豪華で格調高い時間を提供いただきました。又、地区からは四宮ガバナーの公式訪問
はもとより、溝畑正信氏、（ポリオ根絶）、泉博朗パストガバナー（ローターアクトの意義）
山﨑修一地区職業委員会委員長（職業奉仕根幹の根幹）、吉田会員（大阪中央ＲＣ）、ロータ
リー学友ディネスシュレスタさん（米山奨学制度と米山学友について）等にお越し頂き、
ロータリーの専門的な知識について卓話頂き大変有意義でありました。
　又、メンバーからは、佐々木会員より（ガン治療あれこれ）や寺坂会員・宇野会員にロー
タリーと企業経営についての卓話を頂きました。
　又、専門分野からは、エキスパートリンクの松田様より経費削減や、西村貴好様より（ほ
め達が人と組織を活性化）などの卓話を頂きました。他にも八尾ロータリークラブの各委
員長、メンバー様に大変素晴らしい卓話を多くさん頂戴頂き、有難うございました。
　「楽しく為になる」が私の例会に対するモットーです。この目的を達成すべく、長竹委員
長には、大変お世話になりました。本当に有難うございました。
　クラブ研修委員会におかれましては、野村委員長が、2019年９月11日にロータリー歴の
浅い会員を対象とした研修委員会および懇親会を開催して頂きました。又、2020年５月
に予定されていた、第２回研修事業は残念ながら中止となりました。一年間ご苦労様でし
た。
　クラブ広報委員会は、新宮委員長、吉本副委員長、福田委員、相馬委員、竹中委員の各位
が大変ご活躍頂きました。広報は、各方面に八尾ロータリークラブ知名度を上げて、新入
会員の増強につなげると共に、メンバーにも正しくて新しい情報を伝える為に大変重要な
委員会であります。活動としては、2019年９月18日に国道170号線のアクロスプラザの
対面に、八尾ロータリークラブの屋外看板を設置して、ロータリーの知名度の向上をめざ
しました。又、10月には笠井による動画の作成をし、内外にロータリーの活動をアピール
しました。
　又、My Rotaryは現在68名中45名の登録を頂き（66％）ロータリークラブセントラルへ
のＰＲ活動実施すると共に八尾ロータリークラブホームページ、ウエブサイトの改修も完
了しました。毎月１回（休止期間を除く）「ロータリーの友」紹介頂き、吉本会員には例会開
催の度に会報作成頂きました。また2020年１月28日にはＦＭちゃおにおいて収録し、八
尾ロータリークラブの紹介をして頂きました。当日は川田社会奉仕委員長、児林国際奉仕
委員長、と笠井が出演し本年度のロータリー活動について熱弁をふるい詳しく紹介しまし
た。この模様は2020年１月31日12時と19時と23時の３回の45分間ＦＭちゃおにおいて
放送されました。ロータリーのメンバー各位や地元の皆さん地区の皆様に向けて幅広く
広報活動を行って頂き本当にありがとうございました。
　越中八尾ロータリークラブ担当委員会におかれましては、新型コロナウイルスの流行の

為に、２月５日の公式訪問一回のみとなりました。澁谷委員長、濵岡副委員長、児林委員、
宮川委員ご苦労様でした。
　ＳＡＡ委員会は稲田委員長のもと、佐野会員、中川（將）会員、大槻会員、北野会員、友田
会員、曽家会員、鼓呂雲会員、平尾会員が副委員長を務めて頂き目覚ましい活躍をして頂き
ました。食事の質の向上や、ナイト例会の開催等大変ご尽力いただきました。特に素晴ら
しかったのが、ニコニコの集金額の多さであります。ここ４年間のニコニコ額の推移をみ
ると　　　　　　　　　　　　　　　　

以上で分かる様に本当に熱心な勧誘によって大変多く獲得して頂きました。言うまでも
有りませんが、管理部門の原資は会員の支払う会費で、まかなわれますが、奉仕部門の原資
はニコニコの集金収入でまかなわれます。本年のＳＡＡ委員会の皆様は、この事をよく理
解され、会員各位に何度も何度も繰り返し、ニコニコへの協力を訴え理解を得た結果が出
ていると思います。ＳＡＡ委員会の皆様、ご苦労様でした。本当に有難うございました。
　職業奉仕委員会におかれましては、職業奉仕の理念を正しく理解する為に、地区職業奉
仕委員長山﨑修一様や井川会員に卓話を頂きました。又、メンバーの職業スキルを向上さ
せるために１月22日帝国チャックの寺坂会員、アーテックの宇野会員に例会時に卓話して
頂いた後に、企業見学を行いました。八尾ロータリークラブでも特に素晴らしく経営を
行っておられる両企業を訪れ、メンバーの皆様共々大変勉強させて頂きました。又、２月
12日にはエキスパートリンクの松田様に「経費削減」に関する卓話を、６月24日には、北野
秀樹様にコロナウイルス関連融資に関する卓話を頂きました。今年は職業奉仕において
も充実した企画をして頂きました。西村会員本当にご苦労様でした。有難うございまし
た。
　社会奉仕委員会では、川田委員長、柏木副委員長、中島委員、高井委員、奧谷委員、佐々木
委員、川村委員のメンバーにご活動頂きました。今年はロータリーメンバーだけではな
く、八尾ＲＡＣ予定者や東大阪ＲＡＣのメンバーや金光八尾のインターアクトメンバー
や、不登校対策支援事業「輝」のメンバーも巻き込んで、様々な事業を展開して頂きました。
　本町２丁目のイルミネーションの点灯式や高齢施設での餅つき大会等を多くさんの
方々の参加でもって、盛大に行って頂きました。又、３月～５月の例会休会中にも、八尾
ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業を行って頂き、地区の四宮ガバナーから
もお褒めの言葉を頂きました。又、地区の「友愛」の事業にも参画し、八尾市立病院に使い
捨てマスク3,000枚布マスク200枚を寄贈して頂きました。有難うございました。

　国際奉仕委員会におかれましては、児林委員長、濵岡委員を中心に熱心に国際事業に取
り組んで頂きました。世界の最貧国の１つであるネパールにおいて、「命の水　教育の場
を求めて！！」の事業を行って頂きました。これは、山脈からパイプラインを敷き生活用
水を確保し、識字率の向上のための教育の場を提供する活動で素晴らしく成果を上げて頂
きました。又、年末には、メンバーの家族も多数巻き込んで、ネパールに於いて、医療キャ
ンプに参加し、角膜手術の支援事業に参加して頂きました。本当にご苦労様でした。又こ
れらの事業において八尾ロータリークラブからの資金拠出にも限界が有ることから、児林
委員長、濵岡会員、小谷副会長や、吉田幹事からも資金の提供を受けました。本当に有難う
ございました。ご苦労様でした。
　ロータリー財団委員会におかれましては、北野委員長が中心となり活動して頂き、卓話
を通じて、ロータリー財団への理解を深めると共に年次基金として一人当たり150$の寄
付金達成に、成功されました。本当にご苦労様でした。有難うございました。
　青少年奉仕委員会におかれましては、田中委員長、宮川副委員長、西委員、藤田委員、山
本（隆）委員、友田委員のメンバーで活動を行って頂きました。委員会は毎月行われ、活動
としても　①金光八尾高校インターアクトクラブ活動参加支援活動　②自然の中での活
動　③リーダー研　④地区青少年事業の参加　⑤こども食堂の支援　⑥不登校生対策

「輝」事業の設立協力運営協力　⑦八尾ローターアクトクラブの設立　⑧ＲＹＬＡ受講へ
の参加。２名動員などのすべての項目で目標達成されました。中でも八尾の不登校生支
援活動においては、八尾ロータリークラブでは設立費用の40％以上に当たる136万円もの
資金を地区からの協力も得て拠出しました。又、2020年６月22日には、八尾ロータリーク
ラブの有志７名が政府からコロナ対策で得た10万円を出して70万円の浄財を「輝」に寄付
しました。これは５月の理事会で、児林国際奉仕委員長が、国から得たお金で何か良い事
をしようという提案があり、八尾ロータリークラブが中心となって設立した「輝」が新型コ
ロナウイルスの影響も有り、企業からの寄付金が細っているのと50名の生徒を集めるの
が、コロナウイルスによって遅れている為、運営費用が当初予算よりも大きく不足してい
て運営に窮しているという事なので、資金を供給することにしました。具体的には佐野会
員、濵岡会員、井川会員、小林会員、田中委員長、児林会員、笠井の７名で70万円を寄付し
ました。
　又、ローターアクトクラブ設立にも大変ご尽力頂き、気の遠くなる様な準備に次ぐ準備

（別紙 資料１）を重ねて、2020年２月５日に国際ロータリークラブより正式に認証され、
正式に発足されました。その後、他のローターアクトクラブ見学と八尾ローターアクトク
ラブの模擬例会を重ねる予定でしたが、新型コロナウイルスの流行により、活動が停止さ
れ、四宮ガバナーを迎えても認証状授与式も無期延期となりました。次年度以降の八尾
ローターアクトクラブの理事役員も固まっており、既に次年度に向けての歩みを始めてお
ります。６月29日には、八尾ローターアクトクラブの本年度最終例会を迎えます。今後の
ローターアクトクラブの活動にも田中会員及び田中祐子元東大阪ＲＡＣ生様にご活躍頂
けます様よろしくお願い致します。田中委員長本年度は本当にご苦労様でした。有難う
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ございました。
　米山奨学委員会は、松井委員長、山陰副委員長、山本（義）委員」によって活動して頂きま
した。米山奨学制度に対しての意識調査を行い、地区の委員会にも問題提起行い、地区の
米山委員会にも八尾ロータリークラブに来て卓話をいただく予定でしたが、新型コロナウ
イルスの影響で、中止となり大変残念です。又、新型コロナウイルスで、例会休会中にも米
山の勉強会を、大阪中央ロータリークラブの吉田会員と米山奨学学友会のディネスシュレ
スタさんを招き行いました。大変有意義な勉強会となり、特に吉田様の「米山奨学生を見
るな米山学友を見ろ」と言う言葉は今も心の中に残っています。松井委員長本当にご苦労
様でした。有難うございました。
　インターアクト委員会は曽家委員長、児林副委員長、大槻委員、竹原委員で活動して頂き
ました。当クラブのインターアクトクラブは30年もの歴史が有り、年を重ねるごとに活発
に活動されております。金光八尾のインターアクトクラブは、人数においても活動の質に
おいても、2660地区内で、最大のクラブとしての地位を確立しておられます。曽家委員長
も大変熱心に活動され、金光八尾中高学校へバザーの商品をメンバーから募り寄付され、
そこでの売上をロータリーのポリオ根絶の為の基金に寄付される等、素晴らしい活動をし
て頂きました。又、本年度は多くの金光八尾インターアクトクラブのメンバーや顧問の先
生方が八尾ロータリークラブの夜間例会やもちつき大会等にも積極的に参加して頂きま
した。有難うございました。　
　ローターアクト委員会は、児林会員を委員長にして総勢20名ものメンバーで活動して頂
きました。ローターアクトクラブの設立は、八尾ロータリークラブとしては、30年前にイ
ンターアクトクラブを設立して以来の一大事業でありました。初代委員長の児林会員に
大変ご苦労をおかけしました。
　おかげ様を持ちまして、2020年２月５日には、国際ロータリーにおいて八尾ローターア
クトクラブを正式に認証を受けました。現在約30名もの八尾ローターアクトクラブ生が
在籍しておりますが、新型コロナウイルスの影響で活動中止もあり、次年度にむけての準
備をしておられます。今後八尾ロータリークラブ・八尾ローターアクトクラブ・八尾イ
ンターアクトクラブの３クラブは共に益々発展する事を願ってやみません。児林ロー
ターアクトク委員長、本年は本当にご苦労様でした。有難うございました。

　以上で各委員会活動のご報告並びに各委員長、委員各位に対する御礼とさせて頂きま
す。
　次に八尾ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業をご紹介します。

八尾ロータリークラブ新型コロナウイルス対策事業について
　2020年４月10日金曜日17時１分に、2660地区より当クラブに１通のメールが送信され
ました。それは、2660地区がコロナウイルス対策として、１クラブ50万円を上限として、
400万円の補助金を受付ける旨のメールでありました。送信時間が金曜日の17時１分で

あり、ほとんどのクラブの事務局は17時に終了しているので、このメールをクラブ関係者
が目にするのは13日の午前中になります。私も13日にこの補助金を使い、コロナウイル
スの為にやり残した事業を何とかしてやり遂げたいと思い奔走しました。
　先ずやり残した事と言えば、里親会に対する事業でありました。当初東大阪里親会の里
子、その兄弟、里親を連れて八尾ローターアクトクラブ会員にも手伝ってもらって、白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を予定していたが、３月よりクラブの全ての行事が中
止され、この事業も例外ではありませんでした。そこで里親会の方々にコロナ対策をしよ
うと考えました。方法としては、学校休校中に使用出来る教育資材や消毒液、マスク等の
配布が候補に挙がりましたが、教育資材を配布はまんべんなく効率よく配布するのは難し
いという観点から外され、消毒液で進み始めました。
　相馬会員、川田会員と相談しながら先ず幹事・副会長の了承を取り付け、理事役員も一
人一人電話で了解してもらい、安堵していたのも束の間、４月14日の11時頃、消毒液が厚
生労働省の基準を満たしている確証が取れないとの指摘を受け、急遽消毒液をマスクに変
更する判断を下しました。宇野会員に連絡を取り、外出先より会社に電話をして頂きマス
クの見積書をもらい、飯田エレクトに連絡して今日中にサインが必要なので夕方まで会社
に待機する様お願いをしました。相馬会員が、15時から補助金申請書の作成作業に入れる
と伺い、15時前より相馬会員の会社近くで待機していたところ、携帯電話で連絡を受け、
申請書を頂きに上がりました。その場で本年度会長のサインを書き、その足で飯田会長エ
レクトの会社の近くまで赴きエレクトのサインを頂き申請書をその足で相馬会員の会社
へ届けて地区への送信を依頼しました。その後、相馬会員の最終チェックを経て14日の
18時１分に地区への申請を完了しました。
　13日午前中に見た補助金を14日の夕方には完成させましたが、400万円の補助金は80
クラブ中８件分しかなく、かなり過酷な争奪戦だったようです。当クラブの申請は、皆様
のお陰を持ちましてギリギリで滑り込む事が出来ました。
　４月27日16時に里親会を川田社会奉仕委員長、川村会員、児林会員と笠井が訪れ、直接
マスクを手渡しました。アドベンチャ－ワ－ルドの事業が中止になり、沢山の子供達に泣
かれたとの話を伺い断腸の思いでしたが、いつの日か八尾ロータリークラブとして白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を行いたい旨を告げて贈呈式を終了して、４月28日に
は当クラブが最大のスポンサーとして立ち上げた不登校生の教育機関である輝と、子供食
堂の子供達の為のマスクの贈呈式を行いました。輝と子供食堂の代表である浦上氏は、

「貴重なマスクを頂き本当にありがとうございます。」と喜んで頂きました。
　当日は田中青少年委員長、小谷副会長、吉田幹事、吉本会員、笠井の５名で贈呈式に参加
しました。この模様は、４月30日の読売新聞にも掲載されました。
　この地区の補助金とは別に同時進行で八尾市役所への飛沫感染予防板の贈呈事業を進
めていました。2020年４月15日に所用で八尾市役所を訪問した際に当時の市役所にコロ
ナウイルスの飛沫感染対策が何も無かった事に愕然として、直ちに市役所に防止板を寄贈
しようと思いました。そこですぐに八尾ロータリークラブの松井会員に連絡を取り、八尾

市に防止板を寄贈したいとの旨を、市長に伝えて頂ける様にお願いをしました。松井会員
は早速市長に連絡を取って頂き、４月16日朝に市長を訪れる約束を取って頂きました。
　そして４月16日朝一番に大松市長と面会し、「喜んで頂戴します。」との回答を頂きまし
た。当初は市役所の１階部分に設置する予定でしたが、市の職員の方が市役所の全館と、
出張所と、図書館の分もと言われたので、初めの予算を大幅に上回りましたが、どうせなら
喜んでもらえる方がよいと思い引き受ける事にしました。
　この防止板は、当社のＰＥＴボトル100％リサイクル高透明板を使用し、大阪府から出
たＰＥＴボトル原料を使用している為に「大阪もん」の認定を受けており、国のエコマーク
の認定も受けています。又、大松市長との約束で市役所で不要になった際には全てを引
取、当社で再利用することになっています。
　原板の製造は笠井産業株式会社が行い、原板をカットするのは、八尾ロータリークラブ
の会員である鍋島さんの会社である伊豆田株式会社で行い、書類の受け渡しの際の開口部
の抜き加工を株式会社八尾パッキングが行い、防止板を立てる為に使う折り曲げ加工を広
志工房が行いました。この防止板は八尾の業者で完成されています。
　当初はプレートの加工賃は全て笠井産業株式会社が支払う覚悟をしていましたが、加工
業者の３社が３社共、八尾市と八尾市民の為に役立てるなら無償で協力したいとの申し入
れがあり、大変嬉しく思いました。
　これはまさに、ロータリークラブで学んだ職業奉仕事業が実践出来たと言えます。職業
奉仕の定義は、「高い倫理観、道徳性、高潔性を持ち、相手の立場に立って思いやりを持って
天職である職業に励み、これを業界にも広げて行く」とあります。いつも一緒に仕事をし
ている方々にも職業奉仕の理念を理解されている事が本当に嬉しかったです。これで松
井会員と鍋島会員と笠井とあと業会の方も巻き込んだ八尾ロータリークラブの事業が１
つ完成しました。
　そしていよいよ４月24日の贈呈式の日がやって来ました。当日は松井会員、吉本会員、
鍋島会員、加工業者の広志工房の前原氏、株式会社八尾パッキングの水舎氏、笠井産業株式
会社の社員２名、笠井、私の嫁と長兄を連れ市役所の１階で贈呈式に臨みました。市役所
全フロアーに防仕板が並んでいるのを見て、これで市役所を訪れる市民と市職員の安全に
少しでも役立てると思うと本当に嬉しかったです。尚、この模様は４月25日産経新聞を始
め、４月25日毎日新聞、４月28日の読売新聞等にも掲載されました。
　この他にも、八尾ロータリークラブの親睦と職業奉仕が結実した事業が有ります。それ
は宇野会員の株式会社アーテックが輸入したマスクを、松っちゃん給食の小林会員が学校
給食の休業により過剰になった人員約100名を派遣し、検品作業を補助し、八尾市が検品
場所として、市の体育館を無償で貸与する一方、八尾市の名前の入ったマスク購入権を、株
式会社アーテックのコスト負担（約400万円）で日本郵政のポスティングシステムを利用
して、八尾市全戸（約13万世帯）に配布させる。 
　そのマスクの引き渡し場所を、シグマ薬局の奥谷会員の８店舗と松ちゃん給食の２つの
事業所が担うというものです。価格は50枚入り１箱2,690円で１世帯２箱まで買う事が出

来ます。
　「ロータリーの親睦は出席から」と言われますが、20年近い歳月が３社に大きな親睦関
係を築き、今回の事業に繋がりました。これは本当にわがクラブにとって喜ばしい出来事
であります。又、今回事業を行う事によって、小林会員、宇野会員、奥谷会員の3会員の親
睦がより深まる事を祈って止みません。尚この模様は５月３日の毎日新聞に掲載されま
した。尚、宇野会員は、この他にも八尾市の教員の方々に１人当たり10枚ずつ、計1,300枚
のマスクを無償で提供されました。これも含めて、八尾ロータリークラブの活動にする様
申し出て頂きました。
　その他にも八尾ロータリークラブの宇野会員と佐野会員が、八尾市立病院でマスクが不
足しているということを知り、10,000枚のマスクを八尾ロータリークラブの事業として寄
贈されました。佐野会員は何十年間も親子２代に渡り、海外で毎年学校や図書館を寄贈さ
せており、今回の寄贈はご本人にすれば額も少なく、恥ずかしいので匿名にして欲しいと
の事でしたが、同クラブ内の事なので、公表させて頂きます。ありがとうございました。
　その後、地区からの新型コロナウイルス対策事業として「友愛」の事業が提案され、八尾
ロータリークラブもこれに参加し、地区に頂いた使い捨てマスク2,000枚と布マスク200
枚と八尾ロータリークラブより1,000枚の使い捨てマスクを寄贈しました。
　又、その他にも八尾ローターアクトクラブ会員の北山会員も、八尾市に2,000枚のマス
クを寄贈されました。出来たばかりの八尾ローターアクトクラブ会員の間にも奉仕の心
がどんどん育ちつつある事を聞くに至り、大変嬉しく心強く思います
　この様に、地区から提案された補助金をきっかけに、今まで述べてきた様に八尾ロータ
リークラブの新型コロナウイルス感染対策事業は大きく花開きました。ロータリークラ
ブの活動は、池に１つの石を投げた時に、波紋がどんどん広がっていく様なものだと教わ
りました。
　新型コロナウイルスの影響で、メンバーも集められないし例会も出来ず、活動資金であ
るニコニコ箱の集金さえ出来ない現状でありますが、私達八尾ロータリークラブには長年
多くのメンバーが、親睦で培った信頼関係や職場奉仕で学んだ相手を思いやる心や、奉仕
の心が有ります。この八尾ロータリークラブの心を持って、メンバー全員が新型コロナウ
イルスとの戦いに必ずや打ち勝つ事を確信しております。
　最後に四宮ガバナー初め、福家財団委員長からタイムリーな補助金を頂いたお陰で、私
の年度として素晴らしい事業総仕上げができました。本当にありがとうございました。
　また、本年度の最終事業として、国より国民１人当り10万円支給された補助金で何かよ
い事をしようと言う児林会員の提案を受けて、八尾ロータリークラブが主宰して設立され
た不登校児童対策機関である輝が、新型コロナウイルスの影響で資金が不足しているとい
う事を聞きつけ、メンバー有志で寄付する事になりました。佐野・井川・小林・田中・濵岡・
児林・曽家・竹中・笠井の９名で、90万円の資金を寄付しました。
　次に数字で見た八尾ロータリークラブの奉仕部門のご報告をさせて頂きます。

他に地区よりマスク2,000枚　　　　　　　　 奉仕部門個人負担分
布マスク200枚　　　　　　　 　　　佐野会員、宇野会員マスク　 52万円
次年度以降地区補助金獲得額　　40万円　　　地区より獲得したマスク　　15万円

（八尾市立病院分）
　　　　　　　　　　　　 7,270,205円　　　鍋島会員、笠井他、八尾市役所及び
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　国際交流センターへ飛沫防止パネル　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 158万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野会員、八尾市民への通信費　400万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野、濵岡、井川、小林、田中、児林、曽家、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中、笠井　　　　　　　輝 90万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　合　計　　　　14,420,250円

　つまり、本年度皆様からお預かりしたニコニコの寄付金5,220,000円は、地区より獲得
した補助金および会員有志の貴重な浄財とあわせて14,420,250円の奉仕額（ニコニコの
約2.7倍）として、地元地区の奉仕を受ける事を必要としている受益者や行政、市機関等に
奉仕させて頂きました。有難うございました。

　最後に受賞に見る本年度の検証をさせて頂きます。
　別紙 資料２は、ロータリー会長賞の受賞に関する説明書であります。ご覧になれば分
かります様に、当年度は「新しいクラブをつくる」という一項目を除いて、全項目達成とな
りました。
　もともと上段の９項目より５項目目９項目目より５項目の達成を要求されておりまし
たが、新型コロナウイルスの影響を考慮して、３項目ずつの達成で良い事に変更になりま
したが、当クラブはほぼ全項目で達成となりました。又、右欄の４項目の内３項目に上の
達成となるので、通常の会長賞にあわせてロータリー会長賞プラチナ賞の獲得を予定して
おります。これも一重に八尾ロータリークラブの会員の皆様の質の高さと努力のたまも
のと思います。本年度は皆様のお陰を持ちまして良い年度とする事が出来ました。本当
に有難うございました。

　2019～2020年度八尾ロータリークラブの幹事という大役を仰せつかり、緊張の連続で
した。理事役員及び会員皆様のご協力とご理解で、１年間無事年度を終わることができま
した。心より感謝を申し上げます。今後も八尾ロータリークラブの為に私ができること
は、精一杯頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

56期　山本昌市年度
57期　菅野茂人年度
58期　山本勝彦年度
59期　笠井　実年度

47
46
48
34

例会数 会員数集金額 １回当り集金額 １回１人当り金額

54
58
60
68

1,383
1,355
1,439
2,257

3,510,160
3,615,000
4,138,000
5,220,000

74,684
78,587
86,208

153,529

ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロータリー戦略計画の優先事項を
支えるために、以下に挙げられた活動項目を達成したクラブを称えることを
目的としています。クラブは、これらの項目を達成するために丸1年間をかけ
て取り組みます。

クラブがMy ROTARYでクラブ・会員の情報を更新している限り、多くの項
目の達成状況は、国際ロータリーで自動的に確認することができます。い
くつかは、ロータリークラブ・セントラルなどのオンラインツールを使って、
クラブが達成状況を入力する必要があります。ロータリー賞の受賞資格を
満たすには、年度開始時から終了時までクラブが正規にRIに加盟してい
ることが条件となります。2019年7月1日時点の会員数と比較して算出さ
れ、2020年7月1日時点の会員数が確定する2020年8月15日以降に表彰
されます。

人びとをつなぐ
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ会員増強委員会を設置し、その委員
長を国際ロータリーに報告する。

  会員1名の純増を達成する。

  既存会員と新会員の維持率を維持または改善する：

  クラブの会員維持率を1ポイント上げる。 または

  2018-19年度のクラブの会員維持率が90％以上である場合、これを
維持する。

  女性会員または40歳以下の会員1名の純増を達成する。

  会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社会にあるビジ
ネスと専門職の実情に沿った会員基盤を築くために活動する。

 新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会共同隊のスポンサーま
たは共同スポンサーとなる。 

  インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱または共同提唱
する。 

  ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーでネットワークを広げ
る機会を紹介する。 

  青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。 

行動する
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ財団委員会を設置し、その委員長を
国際ロータリーに報告する。 

  奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。 

  年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少なくとも100米ドルとな
る。 

  ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした行事を
開く。 

  ロータリーの6つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉仕プロ
ジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。 

  クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティア活動に
費やした時間、募金額など）をRotary.orgに投稿する。

  企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを継続または確立し、
プロジェクトで協力する。 

  ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変える行動人」キ
ャンペーン用広告・資料、その他の関連資料を活用する。 

  クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメディアと話す機会
を手配する。 

2019-20年度　 
ロータリークラブ対象のロータリー賞 

2019-20年度　 
ロータリー会長特別賞 

ロータリークラブ対象 
ロータリー賞を達成し、さらに以下から1項目を達成した場合「シルバー賞」、 
2項目達成で「ゴールド賞」、3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

  リーダーをつなぐ：会員5名以上の純増を達成する。 

  家族をつなぐ：会員の家族、青少年プログラム参加者や地域社会のその
ほかの人たちが参加できる家族志向の奉仕プロジェクトを実施する。

  職業や専門知識をつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシッ
プ、自己研鑽、専門能力開発プログラムなどを開始または継続する。

  地域社会をつなぐ：少なくとも月に4回、ソーシャルメディアでクラブとそ
の奉仕活動の情報を発信し、クラブ会員がいかに「世界を変える行動
人」であるかを示す。 

なお、今年度は、ロータリー賞の必須項目を達成し、さらに追加項目から 
1～3項目を達成したロータリークラブに、ロータリー会長特別賞が贈られます。

資料２

× ←  この項目以外すべて達成×

2019年度 奉仕事業収支
収　　　入

支　　　出

金　　額摘　　　要

総　　合　　計

金　　額摘　　　要奉仕委員会

ニコニコ
地区補助金（輝）
地区補助金（ロータリーデー）
地区補助金（コロナ）
ＲＡＣ地区補助金
利　　息

5,220,000
530,172
270,000
500,000
200,000

33
6,720,205

83,198
83,198
10,648
10,660

274,841
499,389
502,480
50,880

1,348,898
1,130,000

109,072
1,239,072

354,701
1,360,864

61,540
20,660

276,864
11,410
20,000
69,880
30,000
33,000
20,000

100,000
100,000

2,458,919
6,160

94,035
409,698

9,000
518,893

1,071,225
6,720,205

会社訪問（飲み物・バス代・お土産）
　　　　　　　　　　合　計　①
八尾市文化芸術芸能協賛・振込手数料
八尾市市民憲章推進協議会会費・振込手数料
餅つきプロジェクト
ロータリーデー
コロナ事業
友愛・振込手数料
　　　　　　　　　　合　計　②
ネパール事業
台北東ＲＣ祝い金・お土産
　　　　　　　　　　合　計　③
自然の中で協賛・飲み物・振込手数料
輝（不登校対策）
ＲＹＬＡ登録・振込手数料
東大阪ＲＣラグビー事業協賛
インターアクト海外研修・振込手数料
インターアクト例会会食費
金光八尾高校文化祭祝金
インターアクト年次大会登録・振込手数料
忘年家族会（金光八尾高校２名）
餅つきインターアクトバス代
金光八尾高校卒業祝い
インターアクト活動費
子ども食堂
　　　　　　　　　　合　計　④
ローアクトクラブ認定料・振込手数料
会議費
旗・テーブル・椅子・鐘・ホワイトボード振込手数料
１/15 会食費３名分
　　　　　　　　　　合　計　⑥
今年度発生した繰越金　⑦
総合計　①+②+③+④+⑤+⑥+⑦

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

青少年奉仕委員会

ＲＡＣ委員会

} 約15万円

八尾ローターアクトクラブ候補生活動報告書

八尾ＲＣ：児林委員長・曽家・田中
八尾ＲＣ：小谷副会長・吉田幹事・濱岡・稲田・川田・柏木
　宮川・大槻・山本・相馬・田中
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・井川・濱岡・藤田・友田・田中
地区ローターアクト委員長：菅本泰年
地区副幹事 柳澤大輔
吹田ＲＣ：井川亜里紗　　東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・田中祐子
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・佐野
　井川・稲田・田中・相馬・山本・曽家・友田
八尾ＲＡＣ候補生：
　児林成輝・児林皇輝・加藤千尋・樽井大樹・富永達也・芝田和樹・
　小林佑希・栗山休恭章・大井将嗣・東中愛果・松本祐希・金村哲寛・
　田中聡一郎・滝澤俊兵・赤池保人・斉藤智文
八尾ＲＣ：藤田
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章

八尾ＲＣ：児林委員長・田中・曽家
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・大井将嗣
八尾ＲＣ：笠井会長・濱岡・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・松山聖矢・松田真優佳
八尾ＲＡＣ候補生：有田伊織
八尾ＲＡＣ候補生：赤池保人・倉角和哉
東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・倉角和哉・丸田優輝樹
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・富永達也・芝田和樹・
　山岡美那・児林成樹・上農梨花
東大阪ＲＡＣ：
　松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子・桑田杏奈
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・松山聖矢・
　有田伊織・大井将嗣・北山弾也・児林皇輝・丸田優樹・東中愛果・
　倉角和哉・川口哲生・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：小谷副会長・曽家・田中・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・
　小林佑樹・倉角和哉・金谷光泰
八尾ＲＡＣ候補生：小林佑樹・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡
　藤田・友田・曽家・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・小林佑樹・倉角和哉・
　金谷光泰・加藤千尋・栗山恭章・有田伊織・北山弾也
天王寺ＲＣ：西浦
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・児林委員長・濱岡・稲田・新宮
　宮川・大槻・藤田・友田・曽家・相馬・山本・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・松山聖矢・有田伊織・大井将嗣・金谷光泰・赤池保人・
　滝澤俊兵・倉角和哉・芝田和樹・富永達也・中村和希・丸田優樹・
　中熊麻衣・北山弾也・児林成輝・志綾香・志樹理梨亜
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡・
　稲田・新宮・宮川・大槻・藤田・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・倉角和哉・
　丸田優輝樹・有田伊織・金谷光泰・北山弾也・中村和希・丸田優樹
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・有田伊織
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・有田伊織・松本祐希・栗山恭章・小林祐希
八尾ＲＣ：曽家
八尾ＲＡＣ候補生：
　倉角和哉・中村和希・大井将嗣・丸田優樹・栗山恭章
八尾ＲＣ：川田・新宮・藤田
八尾ＲＡＣ候補生：滝澤俊兵・北山弾也
八尾ＲＣ：吉田幹事・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＣ：小谷副会長・友田
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・有田伊織・川口哲生
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松山聖也・小林佑樹

東大阪ＲＡＣへ見学
東大阪ＲＡＣへ見学

大阪西南ＲＡＣへ見学
初顔合わせ

大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪梅田ＲＡＣ天満橋ＲＡＣ
　　 合同例会への参加
枚方ＲＡＣ大阪梅田ＲＡＣ
東大阪ＲＡＣの合同例会へ参加
大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪東ＲＡＣ例会へ参加
大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加
イルミネーション点灯式

シンポジウム

もちつき大会

ＲＡＣ忘年会

矢野監督の講演会
役員選別会

第一回模擬例会

第二回模擬例会

かるた大会
地区献血

大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加

東大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪南ＲＡＣ例会へ参加

大阪西南ＲＡＣ例会へ参加

Uコミュニティホテル
Uコミュニティホテル

大阪富国生命ビル
籠の屋

ハービスPLAZA６F

大阪キャッスルホテル３F

クレオ大阪東

阪急グランドビル26F

大阪産業創造会館
天王寺
本町公園

大阪国際会議場

ひのき苑

味園

商工会議所
八尾市ＢＢＳ

リノアス７F

リノアス７F

東大阪アリーナ
京橋駅前

天王寺

Uコミュニティホテル

大阪ガスビル食堂

南船場

扇町スタジオ

19:30～21:00
19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:30

19:30～21:00

19:30～21:00

18:00～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:00
16:30～18:00

16:00～17:30

10:00～14:30

19:30～21:00

13:00～13:30
19:30～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00

9:00～14:00
11:30～16:00

19:30～21:00

19:30～21:00

19:00～20:30

19:30～21:00

19:30～21:00

８月21日
10月２日

10月23日
10月25日

11月５日

11月６日

11月16日

11月19日

11月21日
11月26日
12月７日

12月14日

12月21日

12月27日

１月15日
１月16日

１月27日

２月３日

２月９日
２月16日

２月18日

２月19日

２月21日

２月25日

２月26日

資料１
開 催 日 時 　 間 開 催 場 所 活 動 名 称 参 加 者 （敬称略）会 長　笠　井　　実

本年度を振り返って

御　　礼

-１- -２- -３- -４- -５-

　本年度一年間は、会員の皆様並びに関係各位皆様に大変御世話になり有難うございまし
た。
　2019～2020年度の当クラブのテーマは、Ｔhe Pursuit True Service and Friendship

「真実の奉仕と親睦を探求する」でありました。私くしは、このテーマを全うすべく全力で
取り組んでまいりました。以下では、本年度の活動報告を具体的にご報告させて頂きま
す。
　クラブ管理運営委員会は小谷副会長を筆頭に大変ご活躍いただきました。この分野は、
クラブ奉仕部門ともいわれ、会員からお預かりした会費をもって、会員各位にサービスを
行う分野であります。この分野が十分に機能する事により、ロータリーライフがより楽し
く充実します。本年度は、小谷副会長のご指導により、各委員会が大変活発な活動を行い
すばらしいロータリーライフを構築していただきました。
　会員増強委員会では、中川廣次委員長のもと、小林副委員長、松井委員、児林委員、平尾
委員はもとより、多くさんのメンバーが増強活動に邁進して頂き、佐々木会員・松岡会員

（以上２名再入会）・倉内会員・鍋島会員・三木会員・森川会員・福村会員・谷口会員の
合計８名もの会員の入会を頂きました。これは2003年大槻美佐夫会長年度の８名以来の
16年ぶりの快挙であります。中川廣次委員長には、大変ご苦労をおかけしました。本当に
ありがとうございました。
　出席委員会は、大槻委員長にご尽力いただき、特に2020年１月15日には、阪神タイガー
スの矢野燿大監督をお招きした際には100％出席例会を開催して頂きました。本当に有難
うございました。
　親睦活動委員会では、山本勝彦委員長、澁谷副委員長はもとより、委員会メンバーにも大
変ご協力頂きありがとうございました。ロータリーの目的は親睦と職業奉仕にあります。
まさに親睦という重要な目的をもって、山本勝彦委員長は、この強い信念を伺わせる熱心
な活動を行って頂きました。2019年７月には久保惣美術館・スターゲイトホテル54階の
レストランスターゲイトを紹介頂きました。ホテルからの眺望は本当に素晴らしく、多く
さんのメンバーが、関西国際空港から飛行機の発着を目を輝かせながら見ておられたの
が、本当に印象的でした。また９月16日には滋賀県陶芸の森と料亭「魚松」でまったけと
近江牛の食べ放題にお連れいただきました。また12月11日には、コンラッドホテルにお
いて、昨年に続いて、大変豪華な忘年会を開催して頂きました。2020年５月に企画されて
おられた越中八尾の「曳きまわし」は新型コロナウイルスの流行の為、中止となったのが残
念です。以上のように山本勝彦委員長には、親睦の重要性を十分に理解され、各メンバー
の親睦の向上の為に大変努力されました。山本委員長大変お世話になりました。
　プログラム委員会におかれましては、長竹委員長が大変素晴らしい運営を行って頂きま
した。卓話は例会の華と言われます。質の高い卓話者が多くさん訪れる事によって、ロー
タリーの会合はより充実し、これが出席率の向上にも繋がります。本年度は行政からは、

松井大阪市長（日本維新の会党首）、大松八尾市長、藤原八尾消防長、佐藤警察署長の皆様
をお迎えして、各方面の新しい情報や政治の話や日本の未来の話など、大変有意義な時間
を過ごす事が出来ました。又、エンターテーメントからは、阪神タイガースの矢野燿大さ
んや、クラシックの調べチェロのアンサンブルでストリングストリオの皆様にお越し頂
き、豪華で格調高い時間を提供いただきました。又、地区からは四宮ガバナーの公式訪問
はもとより、溝畑正信氏、（ポリオ根絶）、泉博朗パストガバナー（ローターアクトの意義）
山﨑修一地区職業委員会委員長（職業奉仕根幹の根幹）、吉田会員（大阪中央ＲＣ）、ロータ
リー学友ディネスシュレスタさん（米山奨学制度と米山学友について）等にお越し頂き、
ロータリーの専門的な知識について卓話頂き大変有意義でありました。
　又、メンバーからは、佐々木会員より（ガン治療あれこれ）や寺坂会員・宇野会員にロー
タリーと企業経営についての卓話を頂きました。
　又、専門分野からは、エキスパートリンクの松田様より経費削減や、西村貴好様より（ほ
め達が人と組織を活性化）などの卓話を頂きました。他にも八尾ロータリークラブの各委
員長、メンバー様に大変素晴らしい卓話を多くさん頂戴頂き、有難うございました。
　「楽しく為になる」が私の例会に対するモットーです。この目的を達成すべく、長竹委員
長には、大変お世話になりました。本当に有難うございました。
　クラブ研修委員会におかれましては、野村委員長が、2019年９月11日にロータリー歴の
浅い会員を対象とした研修委員会および懇親会を開催して頂きました。又、2020年５月
に予定されていた、第２回研修事業は残念ながら中止となりました。一年間ご苦労様でし
た。
　クラブ広報委員会は、新宮委員長、吉本副委員長、福田委員、相馬委員、竹中委員の各位
が大変ご活躍頂きました。広報は、各方面に八尾ロータリークラブ知名度を上げて、新入
会員の増強につなげると共に、メンバーにも正しくて新しい情報を伝える為に大変重要な
委員会であります。活動としては、2019年９月18日に国道170号線のアクロスプラザの
対面に、八尾ロータリークラブの屋外看板を設置して、ロータリーの知名度の向上をめざ
しました。又、10月には笠井による動画の作成をし、内外にロータリーの活動をアピール
しました。
　又、My Rotaryは現在68名中45名の登録を頂き（66％）ロータリークラブセントラルへ
のＰＲ活動実施すると共に八尾ロータリークラブホームページ、ウエブサイトの改修も完
了しました。毎月１回（休止期間を除く）「ロータリーの友」紹介頂き、吉本会員には例会開
催の度に会報作成頂きました。また2020年１月28日にはＦＭちゃおにおいて収録し、八
尾ロータリークラブの紹介をして頂きました。当日は川田社会奉仕委員長、児林国際奉仕
委員長、と笠井が出演し本年度のロータリー活動について熱弁をふるい詳しく紹介しまし
た。この模様は2020年１月31日12時と19時と23時の３回の45分間ＦＭちゃおにおいて
放送されました。ロータリーのメンバー各位や地元の皆さん地区の皆様に向けて幅広く
広報活動を行って頂き本当にありがとうございました。
　越中八尾ロータリークラブ担当委員会におかれましては、新型コロナウイルスの流行の

為に、２月５日の公式訪問一回のみとなりました。澁谷委員長、濵岡副委員長、児林委員、
宮川委員ご苦労様でした。
　ＳＡＡ委員会は稲田委員長のもと、佐野会員、中川（將）会員、大槻会員、北野会員、友田
会員、曽家会員、鼓呂雲会員、平尾会員が副委員長を務めて頂き目覚ましい活躍をして頂き
ました。食事の質の向上や、ナイト例会の開催等大変ご尽力いただきました。特に素晴ら
しかったのが、ニコニコの集金額の多さであります。ここ４年間のニコニコ額の推移をみ
ると　　　　　　　　　　　　　　　　

以上で分かる様に本当に熱心な勧誘によって大変多く獲得して頂きました。言うまでも
有りませんが、管理部門の原資は会員の支払う会費で、まかなわれますが、奉仕部門の原資
はニコニコの集金収入でまかなわれます。本年のＳＡＡ委員会の皆様は、この事をよく理
解され、会員各位に何度も何度も繰り返し、ニコニコへの協力を訴え理解を得た結果が出
ていると思います。ＳＡＡ委員会の皆様、ご苦労様でした。本当に有難うございました。
　職業奉仕委員会におかれましては、職業奉仕の理念を正しく理解する為に、地区職業奉
仕委員長山﨑修一様や井川会員に卓話を頂きました。又、メンバーの職業スキルを向上さ
せるために１月22日帝国チャックの寺坂会員、アーテックの宇野会員に例会時に卓話して
頂いた後に、企業見学を行いました。八尾ロータリークラブでも特に素晴らしく経営を
行っておられる両企業を訪れ、メンバーの皆様共々大変勉強させて頂きました。又、２月
12日にはエキスパートリンクの松田様に「経費削減」に関する卓話を、６月24日には、北野
秀樹様にコロナウイルス関連融資に関する卓話を頂きました。今年は職業奉仕において
も充実した企画をして頂きました。西村会員本当にご苦労様でした。有難うございまし
た。
　社会奉仕委員会では、川田委員長、柏木副委員長、中島委員、高井委員、奧谷委員、佐々木
委員、川村委員のメンバーにご活動頂きました。今年はロータリーメンバーだけではな
く、八尾ＲＡＣ予定者や東大阪ＲＡＣのメンバーや金光八尾のインターアクトメンバー
や、不登校対策支援事業「輝」のメンバーも巻き込んで、様々な事業を展開して頂きました。
　本町２丁目のイルミネーションの点灯式や高齢施設での餅つき大会等を多くさんの
方々の参加でもって、盛大に行って頂きました。又、３月～５月の例会休会中にも、八尾
ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業を行って頂き、地区の四宮ガバナーから
もお褒めの言葉を頂きました。又、地区の「友愛」の事業にも参画し、八尾市立病院に使い
捨てマスク3,000枚布マスク200枚を寄贈して頂きました。有難うございました。

　国際奉仕委員会におかれましては、児林委員長、濵岡委員を中心に熱心に国際事業に取
り組んで頂きました。世界の最貧国の１つであるネパールにおいて、「命の水　教育の場
を求めて！！」の事業を行って頂きました。これは、山脈からパイプラインを敷き生活用
水を確保し、識字率の向上のための教育の場を提供する活動で素晴らしく成果を上げて頂
きました。又、年末には、メンバーの家族も多数巻き込んで、ネパールに於いて、医療キャ
ンプに参加し、角膜手術の支援事業に参加して頂きました。本当にご苦労様でした。又こ
れらの事業において八尾ロータリークラブからの資金拠出にも限界が有ることから、児林
委員長、濵岡会員、小谷副会長や、吉田幹事からも資金の提供を受けました。本当に有難う
ございました。ご苦労様でした。
　ロータリー財団委員会におかれましては、北野委員長が中心となり活動して頂き、卓話
を通じて、ロータリー財団への理解を深めると共に年次基金として一人当たり150$の寄
付金達成に、成功されました。本当にご苦労様でした。有難うございました。
　青少年奉仕委員会におかれましては、田中委員長、宮川副委員長、西委員、藤田委員、山
本（隆）委員、友田委員のメンバーで活動を行って頂きました。委員会は毎月行われ、活動
としても　①金光八尾高校インターアクトクラブ活動参加支援活動　②自然の中での活
動　③リーダー研　④地区青少年事業の参加　⑤こども食堂の支援　⑥不登校生対策

「輝」事業の設立協力運営協力　⑦八尾ローターアクトクラブの設立　⑧ＲＹＬＡ受講へ
の参加。２名動員などのすべての項目で目標達成されました。中でも八尾の不登校生支
援活動においては、八尾ロータリークラブでは設立費用の40％以上に当たる136万円もの
資金を地区からの協力も得て拠出しました。又、2020年６月22日には、八尾ロータリーク
ラブの有志７名が政府からコロナ対策で得た10万円を出して70万円の浄財を「輝」に寄付
しました。これは５月の理事会で、児林国際奉仕委員長が、国から得たお金で何か良い事
をしようという提案があり、八尾ロータリークラブが中心となって設立した「輝」が新型コ
ロナウイルスの影響も有り、企業からの寄付金が細っているのと50名の生徒を集めるの
が、コロナウイルスによって遅れている為、運営費用が当初予算よりも大きく不足してい
て運営に窮しているという事なので、資金を供給することにしました。具体的には佐野会
員、濵岡会員、井川会員、小林会員、田中委員長、児林会員、笠井の７名で70万円を寄付し
ました。
　又、ローターアクトクラブ設立にも大変ご尽力頂き、気の遠くなる様な準備に次ぐ準備

（別紙 資料１）を重ねて、2020年２月５日に国際ロータリークラブより正式に認証され、
正式に発足されました。その後、他のローターアクトクラブ見学と八尾ローターアクトク
ラブの模擬例会を重ねる予定でしたが、新型コロナウイルスの流行により、活動が停止さ
れ、四宮ガバナーを迎えても認証状授与式も無期延期となりました。次年度以降の八尾
ローターアクトクラブの理事役員も固まっており、既に次年度に向けての歩みを始めてお
ります。６月29日には、八尾ローターアクトクラブの本年度最終例会を迎えます。今後の
ローターアクトクラブの活動にも田中会員及び田中祐子元東大阪ＲＡＣ生様にご活躍頂
けます様よろしくお願い致します。田中委員長本年度は本当にご苦労様でした。有難う
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ございました。
　米山奨学委員会は、松井委員長、山陰副委員長、山本（義）委員」によって活動して頂きま
した。米山奨学制度に対しての意識調査を行い、地区の委員会にも問題提起行い、地区の
米山委員会にも八尾ロータリークラブに来て卓話をいただく予定でしたが、新型コロナウ
イルスの影響で、中止となり大変残念です。又、新型コロナウイルスで、例会休会中にも米
山の勉強会を、大阪中央ロータリークラブの吉田会員と米山奨学学友会のディネスシュレ
スタさんを招き行いました。大変有意義な勉強会となり、特に吉田様の「米山奨学生を見
るな米山学友を見ろ」と言う言葉は今も心の中に残っています。松井委員長本当にご苦労
様でした。有難うございました。
　インターアクト委員会は曽家委員長、児林副委員長、大槻委員、竹原委員で活動して頂き
ました。当クラブのインターアクトクラブは30年もの歴史が有り、年を重ねるごとに活発
に活動されております。金光八尾のインターアクトクラブは、人数においても活動の質に
おいても、2660地区内で、最大のクラブとしての地位を確立しておられます。曽家委員長
も大変熱心に活動され、金光八尾中高学校へバザーの商品をメンバーから募り寄付され、
そこでの売上をロータリーのポリオ根絶の為の基金に寄付される等、素晴らしい活動をし
て頂きました。又、本年度は多くの金光八尾インターアクトクラブのメンバーや顧問の先
生方が八尾ロータリークラブの夜間例会やもちつき大会等にも積極的に参加して頂きま
した。有難うございました。　
　ローターアクト委員会は、児林会員を委員長にして総勢20名ものメンバーで活動して頂
きました。ローターアクトクラブの設立は、八尾ロータリークラブとしては、30年前にイ
ンターアクトクラブを設立して以来の一大事業でありました。初代委員長の児林会員に
大変ご苦労をおかけしました。
　おかげ様を持ちまして、2020年２月５日には、国際ロータリーにおいて八尾ローターア
クトクラブを正式に認証を受けました。現在約30名もの八尾ローターアクトクラブ生が
在籍しておりますが、新型コロナウイルスの影響で活動中止もあり、次年度にむけての準
備をしておられます。今後八尾ロータリークラブ・八尾ローターアクトクラブ・八尾イ
ンターアクトクラブの３クラブは共に益々発展する事を願ってやみません。児林ロー
ターアクトク委員長、本年は本当にご苦労様でした。有難うございました。

　以上で各委員会活動のご報告並びに各委員長、委員各位に対する御礼とさせて頂きま
す。
　次に八尾ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業をご紹介します。

八尾ロータリークラブ新型コロナウイルス対策事業について
　2020年４月10日金曜日17時１分に、2660地区より当クラブに１通のメールが送信され
ました。それは、2660地区がコロナウイルス対策として、１クラブ50万円を上限として、
400万円の補助金を受付ける旨のメールでありました。送信時間が金曜日の17時１分で

あり、ほとんどのクラブの事務局は17時に終了しているので、このメールをクラブ関係者
が目にするのは13日の午前中になります。私も13日にこの補助金を使い、コロナウイル
スの為にやり残した事業を何とかしてやり遂げたいと思い奔走しました。
　先ずやり残した事と言えば、里親会に対する事業でありました。当初東大阪里親会の里
子、その兄弟、里親を連れて八尾ローターアクトクラブ会員にも手伝ってもらって、白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を予定していたが、３月よりクラブの全ての行事が中
止され、この事業も例外ではありませんでした。そこで里親会の方々にコロナ対策をしよ
うと考えました。方法としては、学校休校中に使用出来る教育資材や消毒液、マスク等の
配布が候補に挙がりましたが、教育資材を配布はまんべんなく効率よく配布するのは難し
いという観点から外され、消毒液で進み始めました。
　相馬会員、川田会員と相談しながら先ず幹事・副会長の了承を取り付け、理事役員も一
人一人電話で了解してもらい、安堵していたのも束の間、４月14日の11時頃、消毒液が厚
生労働省の基準を満たしている確証が取れないとの指摘を受け、急遽消毒液をマスクに変
更する判断を下しました。宇野会員に連絡を取り、外出先より会社に電話をして頂きマス
クの見積書をもらい、飯田エレクトに連絡して今日中にサインが必要なので夕方まで会社
に待機する様お願いをしました。相馬会員が、15時から補助金申請書の作成作業に入れる
と伺い、15時前より相馬会員の会社近くで待機していたところ、携帯電話で連絡を受け、
申請書を頂きに上がりました。その場で本年度会長のサインを書き、その足で飯田会長エ
レクトの会社の近くまで赴きエレクトのサインを頂き申請書をその足で相馬会員の会社
へ届けて地区への送信を依頼しました。その後、相馬会員の最終チェックを経て14日の
18時１分に地区への申請を完了しました。
　13日午前中に見た補助金を14日の夕方には完成させましたが、400万円の補助金は80
クラブ中８件分しかなく、かなり過酷な争奪戦だったようです。当クラブの申請は、皆様
のお陰を持ちましてギリギリで滑り込む事が出来ました。
　４月27日16時に里親会を川田社会奉仕委員長、川村会員、児林会員と笠井が訪れ、直接
マスクを手渡しました。アドベンチャ－ワ－ルドの事業が中止になり、沢山の子供達に泣
かれたとの話を伺い断腸の思いでしたが、いつの日か八尾ロータリークラブとして白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を行いたい旨を告げて贈呈式を終了して、４月28日に
は当クラブが最大のスポンサーとして立ち上げた不登校生の教育機関である輝と、子供食
堂の子供達の為のマスクの贈呈式を行いました。輝と子供食堂の代表である浦上氏は、

「貴重なマスクを頂き本当にありがとうございます。」と喜んで頂きました。
　当日は田中青少年委員長、小谷副会長、吉田幹事、吉本会員、笠井の５名で贈呈式に参加
しました。この模様は、４月30日の読売新聞にも掲載されました。
　この地区の補助金とは別に同時進行で八尾市役所への飛沫感染予防板の贈呈事業を進
めていました。2020年４月15日に所用で八尾市役所を訪問した際に当時の市役所にコロ
ナウイルスの飛沫感染対策が何も無かった事に愕然として、直ちに市役所に防止板を寄贈
しようと思いました。そこですぐに八尾ロータリークラブの松井会員に連絡を取り、八尾

市に防止板を寄贈したいとの旨を、市長に伝えて頂ける様にお願いをしました。松井会員
は早速市長に連絡を取って頂き、４月16日朝に市長を訪れる約束を取って頂きました。
　そして４月16日朝一番に大松市長と面会し、「喜んで頂戴します。」との回答を頂きまし
た。当初は市役所の１階部分に設置する予定でしたが、市の職員の方が市役所の全館と、
出張所と、図書館の分もと言われたので、初めの予算を大幅に上回りましたが、どうせなら
喜んでもらえる方がよいと思い引き受ける事にしました。
　この防止板は、当社のＰＥＴボトル100％リサイクル高透明板を使用し、大阪府から出
たＰＥＴボトル原料を使用している為に「大阪もん」の認定を受けており、国のエコマーク
の認定も受けています。又、大松市長との約束で市役所で不要になった際には全てを引
取、当社で再利用することになっています。
　原板の製造は笠井産業株式会社が行い、原板をカットするのは、八尾ロータリークラブ
の会員である鍋島さんの会社である伊豆田株式会社で行い、書類の受け渡しの際の開口部
の抜き加工を株式会社八尾パッキングが行い、防止板を立てる為に使う折り曲げ加工を広
志工房が行いました。この防止板は八尾の業者で完成されています。
　当初はプレートの加工賃は全て笠井産業株式会社が支払う覚悟をしていましたが、加工
業者の３社が３社共、八尾市と八尾市民の為に役立てるなら無償で協力したいとの申し入
れがあり、大変嬉しく思いました。
　これはまさに、ロータリークラブで学んだ職業奉仕事業が実践出来たと言えます。職業
奉仕の定義は、「高い倫理観、道徳性、高潔性を持ち、相手の立場に立って思いやりを持って
天職である職業に励み、これを業界にも広げて行く」とあります。いつも一緒に仕事をし
ている方々にも職業奉仕の理念を理解されている事が本当に嬉しかったです。これで松
井会員と鍋島会員と笠井とあと業会の方も巻き込んだ八尾ロータリークラブの事業が１
つ完成しました。
　そしていよいよ４月24日の贈呈式の日がやって来ました。当日は松井会員、吉本会員、
鍋島会員、加工業者の広志工房の前原氏、株式会社八尾パッキングの水舎氏、笠井産業株式
会社の社員２名、笠井、私の嫁と長兄を連れ市役所の１階で贈呈式に臨みました。市役所
全フロアーに防仕板が並んでいるのを見て、これで市役所を訪れる市民と市職員の安全に
少しでも役立てると思うと本当に嬉しかったです。尚、この模様は４月25日産経新聞を始
め、４月25日毎日新聞、４月28日の読売新聞等にも掲載されました。
　この他にも、八尾ロータリークラブの親睦と職業奉仕が結実した事業が有ります。それ
は宇野会員の株式会社アーテックが輸入したマスクを、松っちゃん給食の小林会員が学校
給食の休業により過剰になった人員約100名を派遣し、検品作業を補助し、八尾市が検品
場所として、市の体育館を無償で貸与する一方、八尾市の名前の入ったマスク購入権を、株
式会社アーテックのコスト負担（約400万円）で日本郵政のポスティングシステムを利用
して、八尾市全戸（約13万世帯）に配布させる。 
　そのマスクの引き渡し場所を、シグマ薬局の奥谷会員の８店舗と松ちゃん給食の２つの
事業所が担うというものです。価格は50枚入り１箱2,690円で１世帯２箱まで買う事が出

来ます。
　「ロータリーの親睦は出席から」と言われますが、20年近い歳月が３社に大きな親睦関
係を築き、今回の事業に繋がりました。これは本当にわがクラブにとって喜ばしい出来事
であります。又、今回事業を行う事によって、小林会員、宇野会員、奥谷会員の3会員の親
睦がより深まる事を祈って止みません。尚この模様は５月３日の毎日新聞に掲載されま
した。尚、宇野会員は、この他にも八尾市の教員の方々に１人当たり10枚ずつ、計1,300枚
のマスクを無償で提供されました。これも含めて、八尾ロータリークラブの活動にする様
申し出て頂きました。
　その他にも八尾ロータリークラブの宇野会員と佐野会員が、八尾市立病院でマスクが不
足しているということを知り、10,000枚のマスクを八尾ロータリークラブの事業として寄
贈されました。佐野会員は何十年間も親子２代に渡り、海外で毎年学校や図書館を寄贈さ
せており、今回の寄贈はご本人にすれば額も少なく、恥ずかしいので匿名にして欲しいと
の事でしたが、同クラブ内の事なので、公表させて頂きます。ありがとうございました。
　その後、地区からの新型コロナウイルス対策事業として「友愛」の事業が提案され、八尾
ロータリークラブもこれに参加し、地区に頂いた使い捨てマスク2,000枚と布マスク200
枚と八尾ロータリークラブより1,000枚の使い捨てマスクを寄贈しました。
　又、その他にも八尾ローターアクトクラブ会員の北山会員も、八尾市に2,000枚のマス
クを寄贈されました。出来たばかりの八尾ローターアクトクラブ会員の間にも奉仕の心
がどんどん育ちつつある事を聞くに至り、大変嬉しく心強く思います
　この様に、地区から提案された補助金をきっかけに、今まで述べてきた様に八尾ロータ
リークラブの新型コロナウイルス感染対策事業は大きく花開きました。ロータリークラ
ブの活動は、池に１つの石を投げた時に、波紋がどんどん広がっていく様なものだと教わ
りました。
　新型コロナウイルスの影響で、メンバーも集められないし例会も出来ず、活動資金であ
るニコニコ箱の集金さえ出来ない現状でありますが、私達八尾ロータリークラブには長年
多くのメンバーが、親睦で培った信頼関係や職場奉仕で学んだ相手を思いやる心や、奉仕
の心が有ります。この八尾ロータリークラブの心を持って、メンバー全員が新型コロナウ
イルスとの戦いに必ずや打ち勝つ事を確信しております。
　最後に四宮ガバナー初め、福家財団委員長からタイムリーな補助金を頂いたお陰で、私
の年度として素晴らしい事業総仕上げができました。本当にありがとうございました。
　また、本年度の最終事業として、国より国民１人当り10万円支給された補助金で何かよ
い事をしようと言う児林会員の提案を受けて、八尾ロータリークラブが主宰して設立され
た不登校児童対策機関である輝が、新型コロナウイルスの影響で資金が不足しているとい
う事を聞きつけ、メンバー有志で寄付する事になりました。佐野・井川・小林・田中・濵岡・
児林・曽家・竹中・笠井の９名で、90万円の資金を寄付しました。
　次に数字で見た八尾ロータリークラブの奉仕部門のご報告をさせて頂きます。

他に地区よりマスク2,000枚　　　　　　　　 奉仕部門個人負担分
布マスク200枚　　　　　　　 　　　佐野会員、宇野会員マスク　 52万円
次年度以降地区補助金獲得額　　40万円　　　地区より獲得したマスク　　15万円

（八尾市立病院分）
　　　　　　　　　　　　 7,270,205円　　　鍋島会員、笠井他、八尾市役所及び
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　国際交流センターへ飛沫防止パネル　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 158万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野会員、八尾市民への通信費　400万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野、濵岡、井川、小林、田中、児林、曽家、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中、笠井　　　　　　　輝 90万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　合　計　　　　14,420,250円

　つまり、本年度皆様からお預かりしたニコニコの寄付金5,220,000円は、地区より獲得
した補助金および会員有志の貴重な浄財とあわせて14,420,250円の奉仕額（ニコニコの
約2.7倍）として、地元地区の奉仕を受ける事を必要としている受益者や行政、市機関等に
奉仕させて頂きました。有難うございました。

　最後に受賞に見る本年度の検証をさせて頂きます。
　別紙 資料２は、ロータリー会長賞の受賞に関する説明書であります。ご覧になれば分
かります様に、当年度は「新しいクラブをつくる」という一項目を除いて、全項目達成とな
りました。
　もともと上段の９項目より５項目目９項目目より５項目の達成を要求されておりまし
たが、新型コロナウイルスの影響を考慮して、３項目ずつの達成で良い事に変更になりま
したが、当クラブはほぼ全項目で達成となりました。又、右欄の４項目の内３項目に上の
達成となるので、通常の会長賞にあわせてロータリー会長賞プラチナ賞の獲得を予定して
おります。これも一重に八尾ロータリークラブの会員の皆様の質の高さと努力のたまも
のと思います。本年度は皆様のお陰を持ちまして良い年度とする事が出来ました。本当
に有難うございました。

　2019～2020年度八尾ロータリークラブの幹事という大役を仰せつかり、緊張の連続で
した。理事役員及び会員皆様のご協力とご理解で、１年間無事年度を終わることができま
した。心より感謝を申し上げます。今後も八尾ロータリークラブの為に私ができること
は、精一杯頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

56期　山本昌市年度
57期　菅野茂人年度
58期　山本勝彦年度
59期　笠井　実年度

47
46
48
34

例会数 会員数集金額 １回当り集金額 １回１人当り金額

54
58
60
68

1,383
1,355
1,439
2,257

3,510,160
3,615,000
4,138,000
5,220,000

74,684
78,587
86,208

153,529

ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロータリー戦略計画の優先事項を
支えるために、以下に挙げられた活動項目を達成したクラブを称えることを
目的としています。クラブは、これらの項目を達成するために丸1年間をかけ
て取り組みます。

クラブがMy ROTARYでクラブ・会員の情報を更新している限り、多くの項
目の達成状況は、国際ロータリーで自動的に確認することができます。い
くつかは、ロータリークラブ・セントラルなどのオンラインツールを使って、
クラブが達成状況を入力する必要があります。ロータリー賞の受賞資格を
満たすには、年度開始時から終了時までクラブが正規にRIに加盟してい
ることが条件となります。2019年7月1日時点の会員数と比較して算出さ
れ、2020年7月1日時点の会員数が確定する2020年8月15日以降に表彰
されます。

人びとをつなぐ
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ会員増強委員会を設置し、その委員
長を国際ロータリーに報告する。

  会員1名の純増を達成する。

  既存会員と新会員の維持率を維持または改善する：

  クラブの会員維持率を1ポイント上げる。 または

  2018-19年度のクラブの会員維持率が90％以上である場合、これを
維持する。

  女性会員または40歳以下の会員1名の純増を達成する。

  会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社会にあるビジ
ネスと専門職の実情に沿った会員基盤を築くために活動する。

 新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会共同隊のスポンサーま
たは共同スポンサーとなる。 

  インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱または共同提唱
する。 

  ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーでネットワークを広げ
る機会を紹介する。 

  青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。 

行動する
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ財団委員会を設置し、その委員長を
国際ロータリーに報告する。 

  奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。 

  年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少なくとも100米ドルとな
る。 

  ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした行事を
開く。 

  ロータリーの6つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉仕プロ
ジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。 

  クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティア活動に
費やした時間、募金額など）をRotary.orgに投稿する。

  企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを継続または確立し、
プロジェクトで協力する。 

  ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変える行動人」キ
ャンペーン用広告・資料、その他の関連資料を活用する。 

  クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメディアと話す機会
を手配する。 

2019-20年度　 
ロータリークラブ対象のロータリー賞 

2019-20年度　 
ロータリー会長特別賞 

ロータリークラブ対象 
ロータリー賞を達成し、さらに以下から1項目を達成した場合「シルバー賞」、 
2項目達成で「ゴールド賞」、3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

  リーダーをつなぐ：会員5名以上の純増を達成する。 

  家族をつなぐ：会員の家族、青少年プログラム参加者や地域社会のその
ほかの人たちが参加できる家族志向の奉仕プロジェクトを実施する。

  職業や専門知識をつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシッ
プ、自己研鑽、専門能力開発プログラムなどを開始または継続する。

  地域社会をつなぐ：少なくとも月に4回、ソーシャルメディアでクラブとそ
の奉仕活動の情報を発信し、クラブ会員がいかに「世界を変える行動
人」であるかを示す。 

なお、今年度は、ロータリー賞の必須項目を達成し、さらに追加項目から 
1～3項目を達成したロータリークラブに、ロータリー会長特別賞が贈られます。

資料２

× ←  この項目以外すべて達成×

2019年度 奉仕事業収支
収　　　入

支　　　出

金　　額摘　　　要

総　　合　　計

金　　額摘　　　要奉仕委員会

ニコニコ
地区補助金（輝）
地区補助金（ロータリーデー）
地区補助金（コロナ）
ＲＡＣ地区補助金
利　　息

5,220,000
530,172
270,000
500,000
200,000

33
6,720,205

83,198
83,198
10,648
10,660

274,841
499,389
502,480
50,880

1,348,898
1,130,000

109,072
1,239,072

354,701
1,360,864

61,540
20,660

276,864
11,410
20,000
69,880
30,000
33,000
20,000

100,000
100,000

2,458,919
6,160

94,035
409,698

9,000
518,893

1,071,225
6,720,205

会社訪問（飲み物・バス代・お土産）
　　　　　　　　　　合　計　①
八尾市文化芸術芸能協賛・振込手数料
八尾市市民憲章推進協議会会費・振込手数料
餅つきプロジェクト
ロータリーデー
コロナ事業
友愛・振込手数料
　　　　　　　　　　合　計　②
ネパール事業
台北東ＲＣ祝い金・お土産
　　　　　　　　　　合　計　③
自然の中で協賛・飲み物・振込手数料
輝（不登校対策）
ＲＹＬＡ登録・振込手数料
東大阪ＲＣラグビー事業協賛
インターアクト海外研修・振込手数料
インターアクト例会会食費
金光八尾高校文化祭祝金
インターアクト年次大会登録・振込手数料
忘年家族会（金光八尾高校２名）
餅つきインターアクトバス代
金光八尾高校卒業祝い
インターアクト活動費
子ども食堂
　　　　　　　　　　合　計　④
ローアクトクラブ認定料・振込手数料
会議費
旗・テーブル・椅子・鐘・ホワイトボード振込手数料
１/15 会食費３名分
　　　　　　　　　　合　計　⑥
今年度発生した繰越金　⑦
総合計　①+②+③+④+⑤+⑥+⑦

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

青少年奉仕委員会

ＲＡＣ委員会

} 約15万円

八尾ローターアクトクラブ候補生活動報告書

八尾ＲＣ：児林委員長・曽家・田中
八尾ＲＣ：小谷副会長・吉田幹事・濱岡・稲田・川田・柏木
　宮川・大槻・山本・相馬・田中
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・井川・濱岡・藤田・友田・田中
地区ローターアクト委員長：菅本泰年
地区副幹事 柳澤大輔
吹田ＲＣ：井川亜里紗　　東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・田中祐子
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・佐野
　井川・稲田・田中・相馬・山本・曽家・友田
八尾ＲＡＣ候補生：
　児林成輝・児林皇輝・加藤千尋・樽井大樹・富永達也・芝田和樹・
　小林佑希・栗山休恭章・大井将嗣・東中愛果・松本祐希・金村哲寛・
　田中聡一郎・滝澤俊兵・赤池保人・斉藤智文
八尾ＲＣ：藤田
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章

八尾ＲＣ：児林委員長・田中・曽家
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・大井将嗣
八尾ＲＣ：笠井会長・濱岡・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・松山聖矢・松田真優佳
八尾ＲＡＣ候補生：有田伊織
八尾ＲＡＣ候補生：赤池保人・倉角和哉
東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・倉角和哉・丸田優輝樹
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・富永達也・芝田和樹・
　山岡美那・児林成樹・上農梨花
東大阪ＲＡＣ：
　松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子・桑田杏奈
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・松山聖矢・
　有田伊織・大井将嗣・北山弾也・児林皇輝・丸田優樹・東中愛果・
　倉角和哉・川口哲生・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：小谷副会長・曽家・田中・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・
　小林佑樹・倉角和哉・金谷光泰
八尾ＲＡＣ候補生：小林佑樹・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡
　藤田・友田・曽家・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・小林佑樹・倉角和哉・
　金谷光泰・加藤千尋・栗山恭章・有田伊織・北山弾也
天王寺ＲＣ：西浦
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・児林委員長・濱岡・稲田・新宮
　宮川・大槻・藤田・友田・曽家・相馬・山本・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・松山聖矢・有田伊織・大井将嗣・金谷光泰・赤池保人・
　滝澤俊兵・倉角和哉・芝田和樹・富永達也・中村和希・丸田優樹・
　中熊麻衣・北山弾也・児林成輝・志綾香・志樹理梨亜
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡・
　稲田・新宮・宮川・大槻・藤田・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・倉角和哉・
　丸田優輝樹・有田伊織・金谷光泰・北山弾也・中村和希・丸田優樹
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・有田伊織
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・有田伊織・松本祐希・栗山恭章・小林祐希
八尾ＲＣ：曽家
八尾ＲＡＣ候補生：
　倉角和哉・中村和希・大井将嗣・丸田優樹・栗山恭章
八尾ＲＣ：川田・新宮・藤田
八尾ＲＡＣ候補生：滝澤俊兵・北山弾也
八尾ＲＣ：吉田幹事・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＣ：小谷副会長・友田
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・有田伊織・川口哲生
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松山聖也・小林佑樹

東大阪ＲＡＣへ見学
東大阪ＲＡＣへ見学

大阪西南ＲＡＣへ見学
初顔合わせ

大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪梅田ＲＡＣ天満橋ＲＡＣ
　　 合同例会への参加
枚方ＲＡＣ大阪梅田ＲＡＣ
東大阪ＲＡＣの合同例会へ参加
大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪東ＲＡＣ例会へ参加
大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加
イルミネーション点灯式

シンポジウム

もちつき大会

ＲＡＣ忘年会

矢野監督の講演会
役員選別会

第一回模擬例会

第二回模擬例会

かるた大会
地区献血

大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加

東大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪南ＲＡＣ例会へ参加

大阪西南ＲＡＣ例会へ参加

Uコミュニティホテル
Uコミュニティホテル

大阪富国生命ビル
籠の屋

ハービスPLAZA６F

大阪キャッスルホテル３F

クレオ大阪東

阪急グランドビル26F

大阪産業創造会館
天王寺
本町公園

大阪国際会議場

ひのき苑

味園

商工会議所
八尾市ＢＢＳ

リノアス７F

リノアス７F

東大阪アリーナ
京橋駅前

天王寺

Uコミュニティホテル

大阪ガスビル食堂

南船場

扇町スタジオ

19:30～21:00
19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:30

19:30～21:00

19:30～21:00

18:00～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:00
16:30～18:00

16:00～17:30

10:00～14:30

19:30～21:00

13:00～13:30
19:30～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00

9:00～14:00
11:30～16:00

19:30～21:00

19:30～21:00

19:00～20:30

19:30～21:00

19:30～21:00

８月21日
10月２日

10月23日
10月25日

11月５日

11月６日

11月16日

11月19日

11月21日
11月26日
12月７日

12月14日

12月21日

12月27日

１月15日
１月16日

１月27日

２月３日

２月９日
２月16日

２月18日

２月19日

２月21日

２月25日

２月26日

資料１
開 催 日 時 　 間 開 催 場 所 活 動 名 称 参 加 者 （敬称略）



会 長　笠　井　　実

本年度を振り返って

御　　礼

-１- -２- -３- -４- -５-

　本年度一年間は、会員の皆様並びに関係各位皆様に大変御世話になり有難うございまし
た。
　2019～2020年度の当クラブのテーマは、Ｔhe Pursuit True Service and Friendship

「真実の奉仕と親睦を探求する」でありました。私くしは、このテーマを全うすべく全力で
取り組んでまいりました。以下では、本年度の活動報告を具体的にご報告させて頂きま
す。
　クラブ管理運営委員会は小谷副会長を筆頭に大変ご活躍いただきました。この分野は、
クラブ奉仕部門ともいわれ、会員からお預かりした会費をもって、会員各位にサービスを
行う分野であります。この分野が十分に機能する事により、ロータリーライフがより楽し
く充実します。本年度は、小谷副会長のご指導により、各委員会が大変活発な活動を行い
すばらしいロータリーライフを構築していただきました。
　会員増強委員会では、中川廣次委員長のもと、小林副委員長、松井委員、児林委員、平尾
委員はもとより、多くさんのメンバーが増強活動に邁進して頂き、佐々木会員・松岡会員

（以上２名再入会）・倉内会員・鍋島会員・三木会員・森川会員・福村会員・谷口会員の
合計８名もの会員の入会を頂きました。これは2003年大槻美佐夫会長年度の８名以来の
16年ぶりの快挙であります。中川廣次委員長には、大変ご苦労をおかけしました。本当に
ありがとうございました。
　出席委員会は、大槻委員長にご尽力いただき、特に2020年１月15日には、阪神タイガー
スの矢野燿大監督をお招きした際には100％出席例会を開催して頂きました。本当に有難
うございました。
　親睦活動委員会では、山本勝彦委員長、澁谷副委員長はもとより、委員会メンバーにも大
変ご協力頂きありがとうございました。ロータリーの目的は親睦と職業奉仕にあります。
まさに親睦という重要な目的をもって、山本勝彦委員長は、この強い信念を伺わせる熱心
な活動を行って頂きました。2019年７月には久保惣美術館・スターゲイトホテル54階の
レストランスターゲイトを紹介頂きました。ホテルからの眺望は本当に素晴らしく、多く
さんのメンバーが、関西国際空港から飛行機の発着を目を輝かせながら見ておられたの
が、本当に印象的でした。また９月16日には滋賀県陶芸の森と料亭「魚松」でまったけと
近江牛の食べ放題にお連れいただきました。また12月11日には、コンラッドホテルにお
いて、昨年に続いて、大変豪華な忘年会を開催して頂きました。2020年５月に企画されて
おられた越中八尾の「曳きまわし」は新型コロナウイルスの流行の為、中止となったのが残
念です。以上のように山本勝彦委員長には、親睦の重要性を十分に理解され、各メンバー
の親睦の向上の為に大変努力されました。山本委員長大変お世話になりました。
　プログラム委員会におかれましては、長竹委員長が大変素晴らしい運営を行って頂きま
した。卓話は例会の華と言われます。質の高い卓話者が多くさん訪れる事によって、ロー
タリーの会合はより充実し、これが出席率の向上にも繋がります。本年度は行政からは、

松井大阪市長（日本維新の会党首）、大松八尾市長、藤原八尾消防長、佐藤警察署長の皆様
をお迎えして、各方面の新しい情報や政治の話や日本の未来の話など、大変有意義な時間
を過ごす事が出来ました。又、エンターテーメントからは、阪神タイガースの矢野燿大さ
んや、クラシックの調べチェロのアンサンブルでストリングストリオの皆様にお越し頂
き、豪華で格調高い時間を提供いただきました。又、地区からは四宮ガバナーの公式訪問
はもとより、溝畑正信氏、（ポリオ根絶）、泉博朗パストガバナー（ローターアクトの意義）
山﨑修一地区職業委員会委員長（職業奉仕根幹の根幹）、吉田会員（大阪中央ＲＣ）、ロータ
リー学友ディネスシュレスタさん（米山奨学制度と米山学友について）等にお越し頂き、
ロータリーの専門的な知識について卓話頂き大変有意義でありました。
　又、メンバーからは、佐々木会員より（ガン治療あれこれ）や寺坂会員・宇野会員にロー
タリーと企業経営についての卓話を頂きました。
　又、専門分野からは、エキスパートリンクの松田様より経費削減や、西村貴好様より（ほ
め達が人と組織を活性化）などの卓話を頂きました。他にも八尾ロータリークラブの各委
員長、メンバー様に大変素晴らしい卓話を多くさん頂戴頂き、有難うございました。
　「楽しく為になる」が私の例会に対するモットーです。この目的を達成すべく、長竹委員
長には、大変お世話になりました。本当に有難うございました。
　クラブ研修委員会におかれましては、野村委員長が、2019年９月11日にロータリー歴の
浅い会員を対象とした研修委員会および懇親会を開催して頂きました。又、2020年５月
に予定されていた、第２回研修事業は残念ながら中止となりました。一年間ご苦労様でし
た。
　クラブ広報委員会は、新宮委員長、吉本副委員長、福田委員、相馬委員、竹中委員の各位
が大変ご活躍頂きました。広報は、各方面に八尾ロータリークラブ知名度を上げて、新入
会員の増強につなげると共に、メンバーにも正しくて新しい情報を伝える為に大変重要な
委員会であります。活動としては、2019年９月18日に国道170号線のアクロスプラザの
対面に、八尾ロータリークラブの屋外看板を設置して、ロータリーの知名度の向上をめざ
しました。又、10月には笠井による動画の作成をし、内外にロータリーの活動をアピール
しました。
　又、My Rotaryは現在68名中45名の登録を頂き（66％）ロータリークラブセントラルへ
のＰＲ活動実施すると共に八尾ロータリークラブホームページ、ウエブサイトの改修も完
了しました。毎月１回（休止期間を除く）「ロータリーの友」紹介頂き、吉本会員には例会開
催の度に会報作成頂きました。また2020年１月28日にはＦＭちゃおにおいて収録し、八
尾ロータリークラブの紹介をして頂きました。当日は川田社会奉仕委員長、児林国際奉仕
委員長、と笠井が出演し本年度のロータリー活動について熱弁をふるい詳しく紹介しまし
た。この模様は2020年１月31日12時と19時と23時の３回の45分間ＦＭちゃおにおいて
放送されました。ロータリーのメンバー各位や地元の皆さん地区の皆様に向けて幅広く
広報活動を行って頂き本当にありがとうございました。
　越中八尾ロータリークラブ担当委員会におかれましては、新型コロナウイルスの流行の

為に、２月５日の公式訪問一回のみとなりました。澁谷委員長、濵岡副委員長、児林委員、
宮川委員ご苦労様でした。
　ＳＡＡ委員会は稲田委員長のもと、佐野会員、中川（將）会員、大槻会員、北野会員、友田
会員、曽家会員、鼓呂雲会員、平尾会員が副委員長を務めて頂き目覚ましい活躍をして頂き
ました。食事の質の向上や、ナイト例会の開催等大変ご尽力いただきました。特に素晴ら
しかったのが、ニコニコの集金額の多さであります。ここ４年間のニコニコ額の推移をみ
ると　　　　　　　　　　　　　　　　

以上で分かる様に本当に熱心な勧誘によって大変多く獲得して頂きました。言うまでも
有りませんが、管理部門の原資は会員の支払う会費で、まかなわれますが、奉仕部門の原資
はニコニコの集金収入でまかなわれます。本年のＳＡＡ委員会の皆様は、この事をよく理
解され、会員各位に何度も何度も繰り返し、ニコニコへの協力を訴え理解を得た結果が出
ていると思います。ＳＡＡ委員会の皆様、ご苦労様でした。本当に有難うございました。
　職業奉仕委員会におかれましては、職業奉仕の理念を正しく理解する為に、地区職業奉
仕委員長山﨑修一様や井川会員に卓話を頂きました。又、メンバーの職業スキルを向上さ
せるために１月22日帝国チャックの寺坂会員、アーテックの宇野会員に例会時に卓話して
頂いた後に、企業見学を行いました。八尾ロータリークラブでも特に素晴らしく経営を
行っておられる両企業を訪れ、メンバーの皆様共々大変勉強させて頂きました。又、２月
12日にはエキスパートリンクの松田様に「経費削減」に関する卓話を、６月24日には、北野
秀樹様にコロナウイルス関連融資に関する卓話を頂きました。今年は職業奉仕において
も充実した企画をして頂きました。西村会員本当にご苦労様でした。有難うございまし
た。
　社会奉仕委員会では、川田委員長、柏木副委員長、中島委員、高井委員、奧谷委員、佐々木
委員、川村委員のメンバーにご活動頂きました。今年はロータリーメンバーだけではな
く、八尾ＲＡＣ予定者や東大阪ＲＡＣのメンバーや金光八尾のインターアクトメンバー
や、不登校対策支援事業「輝」のメンバーも巻き込んで、様々な事業を展開して頂きました。
　本町２丁目のイルミネーションの点灯式や高齢施設での餅つき大会等を多くさんの
方々の参加でもって、盛大に行って頂きました。又、３月～５月の例会休会中にも、八尾
ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業を行って頂き、地区の四宮ガバナーから
もお褒めの言葉を頂きました。又、地区の「友愛」の事業にも参画し、八尾市立病院に使い
捨てマスク3,000枚布マスク200枚を寄贈して頂きました。有難うございました。

　国際奉仕委員会におかれましては、児林委員長、濵岡委員を中心に熱心に国際事業に取
り組んで頂きました。世界の最貧国の１つであるネパールにおいて、「命の水　教育の場
を求めて！！」の事業を行って頂きました。これは、山脈からパイプラインを敷き生活用
水を確保し、識字率の向上のための教育の場を提供する活動で素晴らしく成果を上げて頂
きました。又、年末には、メンバーの家族も多数巻き込んで、ネパールに於いて、医療キャ
ンプに参加し、角膜手術の支援事業に参加して頂きました。本当にご苦労様でした。又こ
れらの事業において八尾ロータリークラブからの資金拠出にも限界が有ることから、児林
委員長、濵岡会員、小谷副会長や、吉田幹事からも資金の提供を受けました。本当に有難う
ございました。ご苦労様でした。
　ロータリー財団委員会におかれましては、北野委員長が中心となり活動して頂き、卓話
を通じて、ロータリー財団への理解を深めると共に年次基金として一人当たり150$の寄
付金達成に、成功されました。本当にご苦労様でした。有難うございました。
　青少年奉仕委員会におかれましては、田中委員長、宮川副委員長、西委員、藤田委員、山
本（隆）委員、友田委員のメンバーで活動を行って頂きました。委員会は毎月行われ、活動
としても　①金光八尾高校インターアクトクラブ活動参加支援活動　②自然の中での活
動　③リーダー研　④地区青少年事業の参加　⑤こども食堂の支援　⑥不登校生対策

「輝」事業の設立協力運営協力　⑦八尾ローターアクトクラブの設立　⑧ＲＹＬＡ受講へ
の参加。２名動員などのすべての項目で目標達成されました。中でも八尾の不登校生支
援活動においては、八尾ロータリークラブでは設立費用の40％以上に当たる136万円もの
資金を地区からの協力も得て拠出しました。又、2020年６月22日には、八尾ロータリーク
ラブの有志７名が政府からコロナ対策で得た10万円を出して70万円の浄財を「輝」に寄付
しました。これは５月の理事会で、児林国際奉仕委員長が、国から得たお金で何か良い事
をしようという提案があり、八尾ロータリークラブが中心となって設立した「輝」が新型コ
ロナウイルスの影響も有り、企業からの寄付金が細っているのと50名の生徒を集めるの
が、コロナウイルスによって遅れている為、運営費用が当初予算よりも大きく不足してい
て運営に窮しているという事なので、資金を供給することにしました。具体的には佐野会
員、濵岡会員、井川会員、小林会員、田中委員長、児林会員、笠井の７名で70万円を寄付し
ました。
　又、ローターアクトクラブ設立にも大変ご尽力頂き、気の遠くなる様な準備に次ぐ準備

（別紙 資料１）を重ねて、2020年２月５日に国際ロータリークラブより正式に認証され、
正式に発足されました。その後、他のローターアクトクラブ見学と八尾ローターアクトク
ラブの模擬例会を重ねる予定でしたが、新型コロナウイルスの流行により、活動が停止さ
れ、四宮ガバナーを迎えても認証状授与式も無期延期となりました。次年度以降の八尾
ローターアクトクラブの理事役員も固まっており、既に次年度に向けての歩みを始めてお
ります。６月29日には、八尾ローターアクトクラブの本年度最終例会を迎えます。今後の
ローターアクトクラブの活動にも田中会員及び田中祐子元東大阪ＲＡＣ生様にご活躍頂
けます様よろしくお願い致します。田中委員長本年度は本当にご苦労様でした。有難う
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ございました。
　米山奨学委員会は、松井委員長、山陰副委員長、山本（義）委員」によって活動して頂きま
した。米山奨学制度に対しての意識調査を行い、地区の委員会にも問題提起行い、地区の
米山委員会にも八尾ロータリークラブに来て卓話をいただく予定でしたが、新型コロナウ
イルスの影響で、中止となり大変残念です。又、新型コロナウイルスで、例会休会中にも米
山の勉強会を、大阪中央ロータリークラブの吉田会員と米山奨学学友会のディネスシュレ
スタさんを招き行いました。大変有意義な勉強会となり、特に吉田様の「米山奨学生を見
るな米山学友を見ろ」と言う言葉は今も心の中に残っています。松井委員長本当にご苦労
様でした。有難うございました。
　インターアクト委員会は曽家委員長、児林副委員長、大槻委員、竹原委員で活動して頂き
ました。当クラブのインターアクトクラブは30年もの歴史が有り、年を重ねるごとに活発
に活動されております。金光八尾のインターアクトクラブは、人数においても活動の質に
おいても、2660地区内で、最大のクラブとしての地位を確立しておられます。曽家委員長
も大変熱心に活動され、金光八尾中高学校へバザーの商品をメンバーから募り寄付され、
そこでの売上をロータリーのポリオ根絶の為の基金に寄付される等、素晴らしい活動をし
て頂きました。又、本年度は多くの金光八尾インターアクトクラブのメンバーや顧問の先
生方が八尾ロータリークラブの夜間例会やもちつき大会等にも積極的に参加して頂きま
した。有難うございました。　
　ローターアクト委員会は、児林会員を委員長にして総勢20名ものメンバーで活動して頂
きました。ローターアクトクラブの設立は、八尾ロータリークラブとしては、30年前にイ
ンターアクトクラブを設立して以来の一大事業でありました。初代委員長の児林会員に
大変ご苦労をおかけしました。
　おかげ様を持ちまして、2020年２月５日には、国際ロータリーにおいて八尾ローターア
クトクラブを正式に認証を受けました。現在約30名もの八尾ローターアクトクラブ生が
在籍しておりますが、新型コロナウイルスの影響で活動中止もあり、次年度にむけての準
備をしておられます。今後八尾ロータリークラブ・八尾ローターアクトクラブ・八尾イ
ンターアクトクラブの３クラブは共に益々発展する事を願ってやみません。児林ロー
ターアクトク委員長、本年は本当にご苦労様でした。有難うございました。

　以上で各委員会活動のご報告並びに各委員長、委員各位に対する御礼とさせて頂きま
す。
　次に八尾ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業をご紹介します。

八尾ロータリークラブ新型コロナウイルス対策事業について
　2020年４月10日金曜日17時１分に、2660地区より当クラブに１通のメールが送信され
ました。それは、2660地区がコロナウイルス対策として、１クラブ50万円を上限として、
400万円の補助金を受付ける旨のメールでありました。送信時間が金曜日の17時１分で

あり、ほとんどのクラブの事務局は17時に終了しているので、このメールをクラブ関係者
が目にするのは13日の午前中になります。私も13日にこの補助金を使い、コロナウイル
スの為にやり残した事業を何とかしてやり遂げたいと思い奔走しました。
　先ずやり残した事と言えば、里親会に対する事業でありました。当初東大阪里親会の里
子、その兄弟、里親を連れて八尾ローターアクトクラブ会員にも手伝ってもらって、白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を予定していたが、３月よりクラブの全ての行事が中
止され、この事業も例外ではありませんでした。そこで里親会の方々にコロナ対策をしよ
うと考えました。方法としては、学校休校中に使用出来る教育資材や消毒液、マスク等の
配布が候補に挙がりましたが、教育資材を配布はまんべんなく効率よく配布するのは難し
いという観点から外され、消毒液で進み始めました。
　相馬会員、川田会員と相談しながら先ず幹事・副会長の了承を取り付け、理事役員も一
人一人電話で了解してもらい、安堵していたのも束の間、４月14日の11時頃、消毒液が厚
生労働省の基準を満たしている確証が取れないとの指摘を受け、急遽消毒液をマスクに変
更する判断を下しました。宇野会員に連絡を取り、外出先より会社に電話をして頂きマス
クの見積書をもらい、飯田エレクトに連絡して今日中にサインが必要なので夕方まで会社
に待機する様お願いをしました。相馬会員が、15時から補助金申請書の作成作業に入れる
と伺い、15時前より相馬会員の会社近くで待機していたところ、携帯電話で連絡を受け、
申請書を頂きに上がりました。その場で本年度会長のサインを書き、その足で飯田会長エ
レクトの会社の近くまで赴きエレクトのサインを頂き申請書をその足で相馬会員の会社
へ届けて地区への送信を依頼しました。その後、相馬会員の最終チェックを経て14日の
18時１分に地区への申請を完了しました。
　13日午前中に見た補助金を14日の夕方には完成させましたが、400万円の補助金は80
クラブ中８件分しかなく、かなり過酷な争奪戦だったようです。当クラブの申請は、皆様
のお陰を持ちましてギリギリで滑り込む事が出来ました。
　４月27日16時に里親会を川田社会奉仕委員長、川村会員、児林会員と笠井が訪れ、直接
マスクを手渡しました。アドベンチャ－ワ－ルドの事業が中止になり、沢山の子供達に泣
かれたとの話を伺い断腸の思いでしたが、いつの日か八尾ロータリークラブとして白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を行いたい旨を告げて贈呈式を終了して、４月28日に
は当クラブが最大のスポンサーとして立ち上げた不登校生の教育機関である輝と、子供食
堂の子供達の為のマスクの贈呈式を行いました。輝と子供食堂の代表である浦上氏は、

「貴重なマスクを頂き本当にありがとうございます。」と喜んで頂きました。
　当日は田中青少年委員長、小谷副会長、吉田幹事、吉本会員、笠井の５名で贈呈式に参加
しました。この模様は、４月30日の読売新聞にも掲載されました。
　この地区の補助金とは別に同時進行で八尾市役所への飛沫感染予防板の贈呈事業を進
めていました。2020年４月15日に所用で八尾市役所を訪問した際に当時の市役所にコロ
ナウイルスの飛沫感染対策が何も無かった事に愕然として、直ちに市役所に防止板を寄贈
しようと思いました。そこですぐに八尾ロータリークラブの松井会員に連絡を取り、八尾

市に防止板を寄贈したいとの旨を、市長に伝えて頂ける様にお願いをしました。松井会員
は早速市長に連絡を取って頂き、４月16日朝に市長を訪れる約束を取って頂きました。
　そして４月16日朝一番に大松市長と面会し、「喜んで頂戴します。」との回答を頂きまし
た。当初は市役所の１階部分に設置する予定でしたが、市の職員の方が市役所の全館と、
出張所と、図書館の分もと言われたので、初めの予算を大幅に上回りましたが、どうせなら
喜んでもらえる方がよいと思い引き受ける事にしました。
　この防止板は、当社のＰＥＴボトル100％リサイクル高透明板を使用し、大阪府から出
たＰＥＴボトル原料を使用している為に「大阪もん」の認定を受けており、国のエコマーク
の認定も受けています。又、大松市長との約束で市役所で不要になった際には全てを引
取、当社で再利用することになっています。
　原板の製造は笠井産業株式会社が行い、原板をカットするのは、八尾ロータリークラブ
の会員である鍋島さんの会社である伊豆田株式会社で行い、書類の受け渡しの際の開口部
の抜き加工を株式会社八尾パッキングが行い、防止板を立てる為に使う折り曲げ加工を広
志工房が行いました。この防止板は八尾の業者で完成されています。
　当初はプレートの加工賃は全て笠井産業株式会社が支払う覚悟をしていましたが、加工
業者の３社が３社共、八尾市と八尾市民の為に役立てるなら無償で協力したいとの申し入
れがあり、大変嬉しく思いました。
　これはまさに、ロータリークラブで学んだ職業奉仕事業が実践出来たと言えます。職業
奉仕の定義は、「高い倫理観、道徳性、高潔性を持ち、相手の立場に立って思いやりを持って
天職である職業に励み、これを業界にも広げて行く」とあります。いつも一緒に仕事をし
ている方々にも職業奉仕の理念を理解されている事が本当に嬉しかったです。これで松
井会員と鍋島会員と笠井とあと業会の方も巻き込んだ八尾ロータリークラブの事業が１
つ完成しました。
　そしていよいよ４月24日の贈呈式の日がやって来ました。当日は松井会員、吉本会員、
鍋島会員、加工業者の広志工房の前原氏、株式会社八尾パッキングの水舎氏、笠井産業株式
会社の社員２名、笠井、私の嫁と長兄を連れ市役所の１階で贈呈式に臨みました。市役所
全フロアーに防仕板が並んでいるのを見て、これで市役所を訪れる市民と市職員の安全に
少しでも役立てると思うと本当に嬉しかったです。尚、この模様は４月25日産経新聞を始
め、４月25日毎日新聞、４月28日の読売新聞等にも掲載されました。
　この他にも、八尾ロータリークラブの親睦と職業奉仕が結実した事業が有ります。それ
は宇野会員の株式会社アーテックが輸入したマスクを、松っちゃん給食の小林会員が学校
給食の休業により過剰になった人員約100名を派遣し、検品作業を補助し、八尾市が検品
場所として、市の体育館を無償で貸与する一方、八尾市の名前の入ったマスク購入権を、株
式会社アーテックのコスト負担（約400万円）で日本郵政のポスティングシステムを利用
して、八尾市全戸（約13万世帯）に配布させる。 
　そのマスクの引き渡し場所を、シグマ薬局の奥谷会員の８店舗と松ちゃん給食の２つの
事業所が担うというものです。価格は50枚入り１箱2,690円で１世帯２箱まで買う事が出

来ます。
　「ロータリーの親睦は出席から」と言われますが、20年近い歳月が３社に大きな親睦関
係を築き、今回の事業に繋がりました。これは本当にわがクラブにとって喜ばしい出来事
であります。又、今回事業を行う事によって、小林会員、宇野会員、奥谷会員の3会員の親
睦がより深まる事を祈って止みません。尚この模様は５月３日の毎日新聞に掲載されま
した。尚、宇野会員は、この他にも八尾市の教員の方々に１人当たり10枚ずつ、計1,300枚
のマスクを無償で提供されました。これも含めて、八尾ロータリークラブの活動にする様
申し出て頂きました。
　その他にも八尾ロータリークラブの宇野会員と佐野会員が、八尾市立病院でマスクが不
足しているということを知り、10,000枚のマスクを八尾ロータリークラブの事業として寄
贈されました。佐野会員は何十年間も親子２代に渡り、海外で毎年学校や図書館を寄贈さ
せており、今回の寄贈はご本人にすれば額も少なく、恥ずかしいので匿名にして欲しいと
の事でしたが、同クラブ内の事なので、公表させて頂きます。ありがとうございました。
　その後、地区からの新型コロナウイルス対策事業として「友愛」の事業が提案され、八尾
ロータリークラブもこれに参加し、地区に頂いた使い捨てマスク2,000枚と布マスク200
枚と八尾ロータリークラブより1,000枚の使い捨てマスクを寄贈しました。
　又、その他にも八尾ローターアクトクラブ会員の北山会員も、八尾市に2,000枚のマス
クを寄贈されました。出来たばかりの八尾ローターアクトクラブ会員の間にも奉仕の心
がどんどん育ちつつある事を聞くに至り、大変嬉しく心強く思います
　この様に、地区から提案された補助金をきっかけに、今まで述べてきた様に八尾ロータ
リークラブの新型コロナウイルス感染対策事業は大きく花開きました。ロータリークラ
ブの活動は、池に１つの石を投げた時に、波紋がどんどん広がっていく様なものだと教わ
りました。
　新型コロナウイルスの影響で、メンバーも集められないし例会も出来ず、活動資金であ
るニコニコ箱の集金さえ出来ない現状でありますが、私達八尾ロータリークラブには長年
多くのメンバーが、親睦で培った信頼関係や職場奉仕で学んだ相手を思いやる心や、奉仕
の心が有ります。この八尾ロータリークラブの心を持って、メンバー全員が新型コロナウ
イルスとの戦いに必ずや打ち勝つ事を確信しております。
　最後に四宮ガバナー初め、福家財団委員長からタイムリーな補助金を頂いたお陰で、私
の年度として素晴らしい事業総仕上げができました。本当にありがとうございました。
　また、本年度の最終事業として、国より国民１人当り10万円支給された補助金で何かよ
い事をしようと言う児林会員の提案を受けて、八尾ロータリークラブが主宰して設立され
た不登校児童対策機関である輝が、新型コロナウイルスの影響で資金が不足しているとい
う事を聞きつけ、メンバー有志で寄付する事になりました。佐野・井川・小林・田中・濵岡・
児林・曽家・竹中・笠井の９名で、90万円の資金を寄付しました。
　次に数字で見た八尾ロータリークラブの奉仕部門のご報告をさせて頂きます。

他に地区よりマスク2,000枚　　　　　　　　 奉仕部門個人負担分
布マスク200枚　　　　　　　 　　　佐野会員、宇野会員マスク　 52万円
次年度以降地区補助金獲得額　　40万円　　　地区より獲得したマスク　　15万円

（八尾市立病院分）
　　　　　　　　　　　　 7,270,205円　　　鍋島会員、笠井他、八尾市役所及び
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　国際交流センターへ飛沫防止パネル　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 158万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野会員、八尾市民への通信費　400万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野、濵岡、井川、小林、田中、児林、曽家、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中、笠井　　　　　　　輝 90万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　合　計　　　　14,420,250円

　つまり、本年度皆様からお預かりしたニコニコの寄付金5,220,000円は、地区より獲得
した補助金および会員有志の貴重な浄財とあわせて14,420,250円の奉仕額（ニコニコの
約2.7倍）として、地元地区の奉仕を受ける事を必要としている受益者や行政、市機関等に
奉仕させて頂きました。有難うございました。

　最後に受賞に見る本年度の検証をさせて頂きます。
　別紙 資料２は、ロータリー会長賞の受賞に関する説明書であります。ご覧になれば分
かります様に、当年度は「新しいクラブをつくる」という一項目を除いて、全項目達成とな
りました。
　もともと上段の９項目より５項目目９項目目より５項目の達成を要求されておりまし
たが、新型コロナウイルスの影響を考慮して、３項目ずつの達成で良い事に変更になりま
したが、当クラブはほぼ全項目で達成となりました。又、右欄の４項目の内３項目に上の
達成となるので、通常の会長賞にあわせてロータリー会長賞プラチナ賞の獲得を予定して
おります。これも一重に八尾ロータリークラブの会員の皆様の質の高さと努力のたまも
のと思います。本年度は皆様のお陰を持ちまして良い年度とする事が出来ました。本当
に有難うございました。

　2019～2020年度八尾ロータリークラブの幹事という大役を仰せつかり、緊張の連続で
した。理事役員及び会員皆様のご協力とご理解で、１年間無事年度を終わることができま
した。心より感謝を申し上げます。今後も八尾ロータリークラブの為に私ができること
は、精一杯頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

56期　山本昌市年度
57期　菅野茂人年度
58期　山本勝彦年度
59期　笠井　実年度

47
46
48
34

例会数 会員数集金額 １回当り集金額 １回１人当り金額

54
58
60
68

1,383
1,355
1,439
2,257

3,510,160
3,615,000
4,138,000
5,220,000

74,684
78,587
86,208

153,529

ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロータリー戦略計画の優先事項を
支えるために、以下に挙げられた活動項目を達成したクラブを称えることを
目的としています。クラブは、これらの項目を達成するために丸1年間をかけ
て取り組みます。

クラブがMy ROTARYでクラブ・会員の情報を更新している限り、多くの項
目の達成状況は、国際ロータリーで自動的に確認することができます。い
くつかは、ロータリークラブ・セントラルなどのオンラインツールを使って、
クラブが達成状況を入力する必要があります。ロータリー賞の受賞資格を
満たすには、年度開始時から終了時までクラブが正規にRIに加盟してい
ることが条件となります。2019年7月1日時点の会員数と比較して算出さ
れ、2020年7月1日時点の会員数が確定する2020年8月15日以降に表彰
されます。

人びとをつなぐ
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ会員増強委員会を設置し、その委員
長を国際ロータリーに報告する。

  会員1名の純増を達成する。

  既存会員と新会員の維持率を維持または改善する：

  クラブの会員維持率を1ポイント上げる。 または

  2018-19年度のクラブの会員維持率が90％以上である場合、これを
維持する。

  女性会員または40歳以下の会員1名の純増を達成する。

  会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社会にあるビジ
ネスと専門職の実情に沿った会員基盤を築くために活動する。

 新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会共同隊のスポンサーま
たは共同スポンサーとなる。 

  インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱または共同提唱
する。 

  ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーでネットワークを広げ
る機会を紹介する。 

  青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。 

行動する
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ財団委員会を設置し、その委員長を
国際ロータリーに報告する。 

  奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。 

  年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少なくとも100米ドルとな
る。 

  ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした行事を
開く。 

  ロータリーの6つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉仕プロ
ジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。 

  クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティア活動に
費やした時間、募金額など）をRotary.orgに投稿する。

  企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを継続または確立し、
プロジェクトで協力する。 

  ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変える行動人」キ
ャンペーン用広告・資料、その他の関連資料を活用する。 

  クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメディアと話す機会
を手配する。 

2019-20年度　 
ロータリークラブ対象のロータリー賞 

2019-20年度　 
ロータリー会長特別賞 

ロータリークラブ対象 
ロータリー賞を達成し、さらに以下から1項目を達成した場合「シルバー賞」、 
2項目達成で「ゴールド賞」、3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

  リーダーをつなぐ：会員5名以上の純増を達成する。 

  家族をつなぐ：会員の家族、青少年プログラム参加者や地域社会のその
ほかの人たちが参加できる家族志向の奉仕プロジェクトを実施する。

  職業や専門知識をつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシッ
プ、自己研鑽、専門能力開発プログラムなどを開始または継続する。

  地域社会をつなぐ：少なくとも月に4回、ソーシャルメディアでクラブとそ
の奉仕活動の情報を発信し、クラブ会員がいかに「世界を変える行動
人」であるかを示す。 

なお、今年度は、ロータリー賞の必須項目を達成し、さらに追加項目から 
1～3項目を達成したロータリークラブに、ロータリー会長特別賞が贈られます。

資料２

× ←  この項目以外すべて達成×

2019年度 奉仕事業収支
収　　　入

支　　　出

金　　額摘　　　要

総　　合　　計

金　　額摘　　　要奉仕委員会

ニコニコ
地区補助金（輝）
地区補助金（ロータリーデー）
地区補助金（コロナ）
ＲＡＣ地区補助金
利　　息

5,220,000
530,172
270,000
500,000
200,000

33
6,720,205

83,198
83,198
10,648
10,660

274,841
499,389
502,480
50,880

1,348,898
1,130,000

109,072
1,239,072

354,701
1,360,864

61,540
20,660

276,864
11,410
20,000
69,880
30,000
33,000
20,000

100,000
100,000

2,458,919
6,160

94,035
409,698

9,000
518,893

1,071,225
6,720,205

会社訪問（飲み物・バス代・お土産）
　　　　　　　　　　合　計　①
八尾市文化芸術芸能協賛・振込手数料
八尾市市民憲章推進協議会会費・振込手数料
餅つきプロジェクト
ロータリーデー
コロナ事業
友愛・振込手数料
　　　　　　　　　　合　計　②
ネパール事業
台北東ＲＣ祝い金・お土産
　　　　　　　　　　合　計　③
自然の中で協賛・飲み物・振込手数料
輝（不登校対策）
ＲＹＬＡ登録・振込手数料
東大阪ＲＣラグビー事業協賛
インターアクト海外研修・振込手数料
インターアクト例会会食費
金光八尾高校文化祭祝金
インターアクト年次大会登録・振込手数料
忘年家族会（金光八尾高校２名）
餅つきインターアクトバス代
金光八尾高校卒業祝い
インターアクト活動費
子ども食堂
　　　　　　　　　　合　計　④
ローアクトクラブ認定料・振込手数料
会議費
旗・テーブル・椅子・鐘・ホワイトボード振込手数料
１/15 会食費３名分
　　　　　　　　　　合　計　⑥
今年度発生した繰越金　⑦
総合計　①+②+③+④+⑤+⑥+⑦

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

青少年奉仕委員会

ＲＡＣ委員会

} 約15万円

八尾ローターアクトクラブ候補生活動報告書

八尾ＲＣ：児林委員長・曽家・田中
八尾ＲＣ：小谷副会長・吉田幹事・濱岡・稲田・川田・柏木
　宮川・大槻・山本・相馬・田中
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・井川・濱岡・藤田・友田・田中
地区ローターアクト委員長：菅本泰年
地区副幹事 柳澤大輔
吹田ＲＣ：井川亜里紗　　東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・田中祐子
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・佐野
　井川・稲田・田中・相馬・山本・曽家・友田
八尾ＲＡＣ候補生：
　児林成輝・児林皇輝・加藤千尋・樽井大樹・富永達也・芝田和樹・
　小林佑希・栗山休恭章・大井将嗣・東中愛果・松本祐希・金村哲寛・
　田中聡一郎・滝澤俊兵・赤池保人・斉藤智文
八尾ＲＣ：藤田
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章

八尾ＲＣ：児林委員長・田中・曽家
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・大井将嗣
八尾ＲＣ：笠井会長・濱岡・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・松山聖矢・松田真優佳
八尾ＲＡＣ候補生：有田伊織
八尾ＲＡＣ候補生：赤池保人・倉角和哉
東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・倉角和哉・丸田優輝樹
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・富永達也・芝田和樹・
　山岡美那・児林成樹・上農梨花
東大阪ＲＡＣ：
　松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子・桑田杏奈
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・松山聖矢・
　有田伊織・大井将嗣・北山弾也・児林皇輝・丸田優樹・東中愛果・
　倉角和哉・川口哲生・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：小谷副会長・曽家・田中・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・
　小林佑樹・倉角和哉・金谷光泰
八尾ＲＡＣ候補生：小林佑樹・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡
　藤田・友田・曽家・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・小林佑樹・倉角和哉・
　金谷光泰・加藤千尋・栗山恭章・有田伊織・北山弾也
天王寺ＲＣ：西浦
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・児林委員長・濱岡・稲田・新宮
　宮川・大槻・藤田・友田・曽家・相馬・山本・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・松山聖矢・有田伊織・大井将嗣・金谷光泰・赤池保人・
　滝澤俊兵・倉角和哉・芝田和樹・富永達也・中村和希・丸田優樹・
　中熊麻衣・北山弾也・児林成輝・志綾香・志樹理梨亜
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡・
　稲田・新宮・宮川・大槻・藤田・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・倉角和哉・
　丸田優輝樹・有田伊織・金谷光泰・北山弾也・中村和希・丸田優樹
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・有田伊織
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・有田伊織・松本祐希・栗山恭章・小林祐希
八尾ＲＣ：曽家
八尾ＲＡＣ候補生：
　倉角和哉・中村和希・大井将嗣・丸田優樹・栗山恭章
八尾ＲＣ：川田・新宮・藤田
八尾ＲＡＣ候補生：滝澤俊兵・北山弾也
八尾ＲＣ：吉田幹事・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＣ：小谷副会長・友田
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・有田伊織・川口哲生
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松山聖也・小林佑樹

東大阪ＲＡＣへ見学
東大阪ＲＡＣへ見学

大阪西南ＲＡＣへ見学
初顔合わせ

大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪梅田ＲＡＣ天満橋ＲＡＣ
　　 合同例会への参加
枚方ＲＡＣ大阪梅田ＲＡＣ
東大阪ＲＡＣの合同例会へ参加
大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪東ＲＡＣ例会へ参加
大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加
イルミネーション点灯式

シンポジウム

もちつき大会

ＲＡＣ忘年会

矢野監督の講演会
役員選別会

第一回模擬例会

第二回模擬例会

かるた大会
地区献血

大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加

東大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪南ＲＡＣ例会へ参加

大阪西南ＲＡＣ例会へ参加

Uコミュニティホテル
Uコミュニティホテル

大阪富国生命ビル
籠の屋

ハービスPLAZA６F

大阪キャッスルホテル３F

クレオ大阪東

阪急グランドビル26F

大阪産業創造会館
天王寺
本町公園

大阪国際会議場

ひのき苑

味園

商工会議所
八尾市ＢＢＳ

リノアス７F

リノアス７F

東大阪アリーナ
京橋駅前

天王寺

Uコミュニティホテル

大阪ガスビル食堂

南船場

扇町スタジオ

19:30～21:00
19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:30

19:30～21:00

19:30～21:00

18:00～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:00
16:30～18:00

16:00～17:30

10:00～14:30

19:30～21:00

13:00～13:30
19:30～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00

9:00～14:00
11:30～16:00

19:30～21:00

19:30～21:00

19:00～20:30

19:30～21:00

19:30～21:00

８月21日
10月２日

10月23日
10月25日

11月５日

11月６日

11月16日

11月19日

11月21日
11月26日
12月７日

12月14日

12月21日

12月27日

１月15日
１月16日

１月27日

２月３日

２月９日
２月16日

２月18日

２月19日

２月21日

２月25日

２月26日

資料１
開 催 日 時 　 間 開 催 場 所 活 動 名 称 参 加 者 （敬称略）会 長　笠　井　　実

本年度を振り返って

御　　礼

-１- -２- -３- -４- -５-

　本年度一年間は、会員の皆様並びに関係各位皆様に大変御世話になり有難うございまし
た。
　2019～2020年度の当クラブのテーマは、Ｔhe Pursuit True Service and Friendship

「真実の奉仕と親睦を探求する」でありました。私くしは、このテーマを全うすべく全力で
取り組んでまいりました。以下では、本年度の活動報告を具体的にご報告させて頂きま
す。
　クラブ管理運営委員会は小谷副会長を筆頭に大変ご活躍いただきました。この分野は、
クラブ奉仕部門ともいわれ、会員からお預かりした会費をもって、会員各位にサービスを
行う分野であります。この分野が十分に機能する事により、ロータリーライフがより楽し
く充実します。本年度は、小谷副会長のご指導により、各委員会が大変活発な活動を行い
すばらしいロータリーライフを構築していただきました。
　会員増強委員会では、中川廣次委員長のもと、小林副委員長、松井委員、児林委員、平尾
委員はもとより、多くさんのメンバーが増強活動に邁進して頂き、佐々木会員・松岡会員

（以上２名再入会）・倉内会員・鍋島会員・三木会員・森川会員・福村会員・谷口会員の
合計８名もの会員の入会を頂きました。これは2003年大槻美佐夫会長年度の８名以来の
16年ぶりの快挙であります。中川廣次委員長には、大変ご苦労をおかけしました。本当に
ありがとうございました。
　出席委員会は、大槻委員長にご尽力いただき、特に2020年１月15日には、阪神タイガー
スの矢野燿大監督をお招きした際には100％出席例会を開催して頂きました。本当に有難
うございました。
　親睦活動委員会では、山本勝彦委員長、澁谷副委員長はもとより、委員会メンバーにも大
変ご協力頂きありがとうございました。ロータリーの目的は親睦と職業奉仕にあります。
まさに親睦という重要な目的をもって、山本勝彦委員長は、この強い信念を伺わせる熱心
な活動を行って頂きました。2019年７月には久保惣美術館・スターゲイトホテル54階の
レストランスターゲイトを紹介頂きました。ホテルからの眺望は本当に素晴らしく、多く
さんのメンバーが、関西国際空港から飛行機の発着を目を輝かせながら見ておられたの
が、本当に印象的でした。また９月16日には滋賀県陶芸の森と料亭「魚松」でまったけと
近江牛の食べ放題にお連れいただきました。また12月11日には、コンラッドホテルにお
いて、昨年に続いて、大変豪華な忘年会を開催して頂きました。2020年５月に企画されて
おられた越中八尾の「曳きまわし」は新型コロナウイルスの流行の為、中止となったのが残
念です。以上のように山本勝彦委員長には、親睦の重要性を十分に理解され、各メンバー
の親睦の向上の為に大変努力されました。山本委員長大変お世話になりました。
　プログラム委員会におかれましては、長竹委員長が大変素晴らしい運営を行って頂きま
した。卓話は例会の華と言われます。質の高い卓話者が多くさん訪れる事によって、ロー
タリーの会合はより充実し、これが出席率の向上にも繋がります。本年度は行政からは、

松井大阪市長（日本維新の会党首）、大松八尾市長、藤原八尾消防長、佐藤警察署長の皆様
をお迎えして、各方面の新しい情報や政治の話や日本の未来の話など、大変有意義な時間
を過ごす事が出来ました。又、エンターテーメントからは、阪神タイガースの矢野燿大さ
んや、クラシックの調べチェロのアンサンブルでストリングストリオの皆様にお越し頂
き、豪華で格調高い時間を提供いただきました。又、地区からは四宮ガバナーの公式訪問
はもとより、溝畑正信氏、（ポリオ根絶）、泉博朗パストガバナー（ローターアクトの意義）
山﨑修一地区職業委員会委員長（職業奉仕根幹の根幹）、吉田会員（大阪中央ＲＣ）、ロータ
リー学友ディネスシュレスタさん（米山奨学制度と米山学友について）等にお越し頂き、
ロータリーの専門的な知識について卓話頂き大変有意義でありました。
　又、メンバーからは、佐々木会員より（ガン治療あれこれ）や寺坂会員・宇野会員にロー
タリーと企業経営についての卓話を頂きました。
　又、専門分野からは、エキスパートリンクの松田様より経費削減や、西村貴好様より（ほ
め達が人と組織を活性化）などの卓話を頂きました。他にも八尾ロータリークラブの各委
員長、メンバー様に大変素晴らしい卓話を多くさん頂戴頂き、有難うございました。
　「楽しく為になる」が私の例会に対するモットーです。この目的を達成すべく、長竹委員
長には、大変お世話になりました。本当に有難うございました。
　クラブ研修委員会におかれましては、野村委員長が、2019年９月11日にロータリー歴の
浅い会員を対象とした研修委員会および懇親会を開催して頂きました。又、2020年５月
に予定されていた、第２回研修事業は残念ながら中止となりました。一年間ご苦労様でし
た。
　クラブ広報委員会は、新宮委員長、吉本副委員長、福田委員、相馬委員、竹中委員の各位
が大変ご活躍頂きました。広報は、各方面に八尾ロータリークラブ知名度を上げて、新入
会員の増強につなげると共に、メンバーにも正しくて新しい情報を伝える為に大変重要な
委員会であります。活動としては、2019年９月18日に国道170号線のアクロスプラザの
対面に、八尾ロータリークラブの屋外看板を設置して、ロータリーの知名度の向上をめざ
しました。又、10月には笠井による動画の作成をし、内外にロータリーの活動をアピール
しました。
　又、My Rotaryは現在68名中45名の登録を頂き（66％）ロータリークラブセントラルへ
のＰＲ活動実施すると共に八尾ロータリークラブホームページ、ウエブサイトの改修も完
了しました。毎月１回（休止期間を除く）「ロータリーの友」紹介頂き、吉本会員には例会開
催の度に会報作成頂きました。また2020年１月28日にはＦＭちゃおにおいて収録し、八
尾ロータリークラブの紹介をして頂きました。当日は川田社会奉仕委員長、児林国際奉仕
委員長、と笠井が出演し本年度のロータリー活動について熱弁をふるい詳しく紹介しまし
た。この模様は2020年１月31日12時と19時と23時の３回の45分間ＦＭちゃおにおいて
放送されました。ロータリーのメンバー各位や地元の皆さん地区の皆様に向けて幅広く
広報活動を行って頂き本当にありがとうございました。
　越中八尾ロータリークラブ担当委員会におかれましては、新型コロナウイルスの流行の

為に、２月５日の公式訪問一回のみとなりました。澁谷委員長、濵岡副委員長、児林委員、
宮川委員ご苦労様でした。
　ＳＡＡ委員会は稲田委員長のもと、佐野会員、中川（將）会員、大槻会員、北野会員、友田
会員、曽家会員、鼓呂雲会員、平尾会員が副委員長を務めて頂き目覚ましい活躍をして頂き
ました。食事の質の向上や、ナイト例会の開催等大変ご尽力いただきました。特に素晴ら
しかったのが、ニコニコの集金額の多さであります。ここ４年間のニコニコ額の推移をみ
ると　　　　　　　　　　　　　　　　

以上で分かる様に本当に熱心な勧誘によって大変多く獲得して頂きました。言うまでも
有りませんが、管理部門の原資は会員の支払う会費で、まかなわれますが、奉仕部門の原資
はニコニコの集金収入でまかなわれます。本年のＳＡＡ委員会の皆様は、この事をよく理
解され、会員各位に何度も何度も繰り返し、ニコニコへの協力を訴え理解を得た結果が出
ていると思います。ＳＡＡ委員会の皆様、ご苦労様でした。本当に有難うございました。
　職業奉仕委員会におかれましては、職業奉仕の理念を正しく理解する為に、地区職業奉
仕委員長山﨑修一様や井川会員に卓話を頂きました。又、メンバーの職業スキルを向上さ
せるために１月22日帝国チャックの寺坂会員、アーテックの宇野会員に例会時に卓話して
頂いた後に、企業見学を行いました。八尾ロータリークラブでも特に素晴らしく経営を
行っておられる両企業を訪れ、メンバーの皆様共々大変勉強させて頂きました。又、２月
12日にはエキスパートリンクの松田様に「経費削減」に関する卓話を、６月24日には、北野
秀樹様にコロナウイルス関連融資に関する卓話を頂きました。今年は職業奉仕において
も充実した企画をして頂きました。西村会員本当にご苦労様でした。有難うございまし
た。
　社会奉仕委員会では、川田委員長、柏木副委員長、中島委員、高井委員、奧谷委員、佐々木
委員、川村委員のメンバーにご活動頂きました。今年はロータリーメンバーだけではな
く、八尾ＲＡＣ予定者や東大阪ＲＡＣのメンバーや金光八尾のインターアクトメンバー
や、不登校対策支援事業「輝」のメンバーも巻き込んで、様々な事業を展開して頂きました。
　本町２丁目のイルミネーションの点灯式や高齢施設での餅つき大会等を多くさんの
方々の参加でもって、盛大に行って頂きました。又、３月～５月の例会休会中にも、八尾
ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業を行って頂き、地区の四宮ガバナーから
もお褒めの言葉を頂きました。又、地区の「友愛」の事業にも参画し、八尾市立病院に使い
捨てマスク3,000枚布マスク200枚を寄贈して頂きました。有難うございました。

　国際奉仕委員会におかれましては、児林委員長、濵岡委員を中心に熱心に国際事業に取
り組んで頂きました。世界の最貧国の１つであるネパールにおいて、「命の水　教育の場
を求めて！！」の事業を行って頂きました。これは、山脈からパイプラインを敷き生活用
水を確保し、識字率の向上のための教育の場を提供する活動で素晴らしく成果を上げて頂
きました。又、年末には、メンバーの家族も多数巻き込んで、ネパールに於いて、医療キャ
ンプに参加し、角膜手術の支援事業に参加して頂きました。本当にご苦労様でした。又こ
れらの事業において八尾ロータリークラブからの資金拠出にも限界が有ることから、児林
委員長、濵岡会員、小谷副会長や、吉田幹事からも資金の提供を受けました。本当に有難う
ございました。ご苦労様でした。
　ロータリー財団委員会におかれましては、北野委員長が中心となり活動して頂き、卓話
を通じて、ロータリー財団への理解を深めると共に年次基金として一人当たり150$の寄
付金達成に、成功されました。本当にご苦労様でした。有難うございました。
　青少年奉仕委員会におかれましては、田中委員長、宮川副委員長、西委員、藤田委員、山
本（隆）委員、友田委員のメンバーで活動を行って頂きました。委員会は毎月行われ、活動
としても　①金光八尾高校インターアクトクラブ活動参加支援活動　②自然の中での活
動　③リーダー研　④地区青少年事業の参加　⑤こども食堂の支援　⑥不登校生対策

「輝」事業の設立協力運営協力　⑦八尾ローターアクトクラブの設立　⑧ＲＹＬＡ受講へ
の参加。２名動員などのすべての項目で目標達成されました。中でも八尾の不登校生支
援活動においては、八尾ロータリークラブでは設立費用の40％以上に当たる136万円もの
資金を地区からの協力も得て拠出しました。又、2020年６月22日には、八尾ロータリーク
ラブの有志７名が政府からコロナ対策で得た10万円を出して70万円の浄財を「輝」に寄付
しました。これは５月の理事会で、児林国際奉仕委員長が、国から得たお金で何か良い事
をしようという提案があり、八尾ロータリークラブが中心となって設立した「輝」が新型コ
ロナウイルスの影響も有り、企業からの寄付金が細っているのと50名の生徒を集めるの
が、コロナウイルスによって遅れている為、運営費用が当初予算よりも大きく不足してい
て運営に窮しているという事なので、資金を供給することにしました。具体的には佐野会
員、濵岡会員、井川会員、小林会員、田中委員長、児林会員、笠井の７名で70万円を寄付し
ました。
　又、ローターアクトクラブ設立にも大変ご尽力頂き、気の遠くなる様な準備に次ぐ準備

（別紙 資料１）を重ねて、2020年２月５日に国際ロータリークラブより正式に認証され、
正式に発足されました。その後、他のローターアクトクラブ見学と八尾ローターアクトク
ラブの模擬例会を重ねる予定でしたが、新型コロナウイルスの流行により、活動が停止さ
れ、四宮ガバナーを迎えても認証状授与式も無期延期となりました。次年度以降の八尾
ローターアクトクラブの理事役員も固まっており、既に次年度に向けての歩みを始めてお
ります。６月29日には、八尾ローターアクトクラブの本年度最終例会を迎えます。今後の
ローターアクトクラブの活動にも田中会員及び田中祐子元東大阪ＲＡＣ生様にご活躍頂
けます様よろしくお願い致します。田中委員長本年度は本当にご苦労様でした。有難う
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ございました。
　米山奨学委員会は、松井委員長、山陰副委員長、山本（義）委員」によって活動して頂きま
した。米山奨学制度に対しての意識調査を行い、地区の委員会にも問題提起行い、地区の
米山委員会にも八尾ロータリークラブに来て卓話をいただく予定でしたが、新型コロナウ
イルスの影響で、中止となり大変残念です。又、新型コロナウイルスで、例会休会中にも米
山の勉強会を、大阪中央ロータリークラブの吉田会員と米山奨学学友会のディネスシュレ
スタさんを招き行いました。大変有意義な勉強会となり、特に吉田様の「米山奨学生を見
るな米山学友を見ろ」と言う言葉は今も心の中に残っています。松井委員長本当にご苦労
様でした。有難うございました。
　インターアクト委員会は曽家委員長、児林副委員長、大槻委員、竹原委員で活動して頂き
ました。当クラブのインターアクトクラブは30年もの歴史が有り、年を重ねるごとに活発
に活動されております。金光八尾のインターアクトクラブは、人数においても活動の質に
おいても、2660地区内で、最大のクラブとしての地位を確立しておられます。曽家委員長
も大変熱心に活動され、金光八尾中高学校へバザーの商品をメンバーから募り寄付され、
そこでの売上をロータリーのポリオ根絶の為の基金に寄付される等、素晴らしい活動をし
て頂きました。又、本年度は多くの金光八尾インターアクトクラブのメンバーや顧問の先
生方が八尾ロータリークラブの夜間例会やもちつき大会等にも積極的に参加して頂きま
した。有難うございました。　
　ローターアクト委員会は、児林会員を委員長にして総勢20名ものメンバーで活動して頂
きました。ローターアクトクラブの設立は、八尾ロータリークラブとしては、30年前にイ
ンターアクトクラブを設立して以来の一大事業でありました。初代委員長の児林会員に
大変ご苦労をおかけしました。
　おかげ様を持ちまして、2020年２月５日には、国際ロータリーにおいて八尾ローターア
クトクラブを正式に認証を受けました。現在約30名もの八尾ローターアクトクラブ生が
在籍しておりますが、新型コロナウイルスの影響で活動中止もあり、次年度にむけての準
備をしておられます。今後八尾ロータリークラブ・八尾ローターアクトクラブ・八尾イ
ンターアクトクラブの３クラブは共に益々発展する事を願ってやみません。児林ロー
ターアクトク委員長、本年は本当にご苦労様でした。有難うございました。

　以上で各委員会活動のご報告並びに各委員長、委員各位に対する御礼とさせて頂きま
す。
　次に八尾ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業をご紹介します。

八尾ロータリークラブ新型コロナウイルス対策事業について
　2020年４月10日金曜日17時１分に、2660地区より当クラブに１通のメールが送信され
ました。それは、2660地区がコロナウイルス対策として、１クラブ50万円を上限として、
400万円の補助金を受付ける旨のメールでありました。送信時間が金曜日の17時１分で

あり、ほとんどのクラブの事務局は17時に終了しているので、このメールをクラブ関係者
が目にするのは13日の午前中になります。私も13日にこの補助金を使い、コロナウイル
スの為にやり残した事業を何とかしてやり遂げたいと思い奔走しました。
　先ずやり残した事と言えば、里親会に対する事業でありました。当初東大阪里親会の里
子、その兄弟、里親を連れて八尾ローターアクトクラブ会員にも手伝ってもらって、白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を予定していたが、３月よりクラブの全ての行事が中
止され、この事業も例外ではありませんでした。そこで里親会の方々にコロナ対策をしよ
うと考えました。方法としては、学校休校中に使用出来る教育資材や消毒液、マスク等の
配布が候補に挙がりましたが、教育資材を配布はまんべんなく効率よく配布するのは難し
いという観点から外され、消毒液で進み始めました。
　相馬会員、川田会員と相談しながら先ず幹事・副会長の了承を取り付け、理事役員も一
人一人電話で了解してもらい、安堵していたのも束の間、４月14日の11時頃、消毒液が厚
生労働省の基準を満たしている確証が取れないとの指摘を受け、急遽消毒液をマスクに変
更する判断を下しました。宇野会員に連絡を取り、外出先より会社に電話をして頂きマス
クの見積書をもらい、飯田エレクトに連絡して今日中にサインが必要なので夕方まで会社
に待機する様お願いをしました。相馬会員が、15時から補助金申請書の作成作業に入れる
と伺い、15時前より相馬会員の会社近くで待機していたところ、携帯電話で連絡を受け、
申請書を頂きに上がりました。その場で本年度会長のサインを書き、その足で飯田会長エ
レクトの会社の近くまで赴きエレクトのサインを頂き申請書をその足で相馬会員の会社
へ届けて地区への送信を依頼しました。その後、相馬会員の最終チェックを経て14日の
18時１分に地区への申請を完了しました。
　13日午前中に見た補助金を14日の夕方には完成させましたが、400万円の補助金は80
クラブ中８件分しかなく、かなり過酷な争奪戦だったようです。当クラブの申請は、皆様
のお陰を持ちましてギリギリで滑り込む事が出来ました。
　４月27日16時に里親会を川田社会奉仕委員長、川村会員、児林会員と笠井が訪れ、直接
マスクを手渡しました。アドベンチャ－ワ－ルドの事業が中止になり、沢山の子供達に泣
かれたとの話を伺い断腸の思いでしたが、いつの日か八尾ロータリークラブとして白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を行いたい旨を告げて贈呈式を終了して、４月28日に
は当クラブが最大のスポンサーとして立ち上げた不登校生の教育機関である輝と、子供食
堂の子供達の為のマスクの贈呈式を行いました。輝と子供食堂の代表である浦上氏は、

「貴重なマスクを頂き本当にありがとうございます。」と喜んで頂きました。
　当日は田中青少年委員長、小谷副会長、吉田幹事、吉本会員、笠井の５名で贈呈式に参加
しました。この模様は、４月30日の読売新聞にも掲載されました。
　この地区の補助金とは別に同時進行で八尾市役所への飛沫感染予防板の贈呈事業を進
めていました。2020年４月15日に所用で八尾市役所を訪問した際に当時の市役所にコロ
ナウイルスの飛沫感染対策が何も無かった事に愕然として、直ちに市役所に防止板を寄贈
しようと思いました。そこですぐに八尾ロータリークラブの松井会員に連絡を取り、八尾

市に防止板を寄贈したいとの旨を、市長に伝えて頂ける様にお願いをしました。松井会員
は早速市長に連絡を取って頂き、４月16日朝に市長を訪れる約束を取って頂きました。
　そして４月16日朝一番に大松市長と面会し、「喜んで頂戴します。」との回答を頂きまし
た。当初は市役所の１階部分に設置する予定でしたが、市の職員の方が市役所の全館と、
出張所と、図書館の分もと言われたので、初めの予算を大幅に上回りましたが、どうせなら
喜んでもらえる方がよいと思い引き受ける事にしました。
　この防止板は、当社のＰＥＴボトル100％リサイクル高透明板を使用し、大阪府から出
たＰＥＴボトル原料を使用している為に「大阪もん」の認定を受けており、国のエコマーク
の認定も受けています。又、大松市長との約束で市役所で不要になった際には全てを引
取、当社で再利用することになっています。
　原板の製造は笠井産業株式会社が行い、原板をカットするのは、八尾ロータリークラブ
の会員である鍋島さんの会社である伊豆田株式会社で行い、書類の受け渡しの際の開口部
の抜き加工を株式会社八尾パッキングが行い、防止板を立てる為に使う折り曲げ加工を広
志工房が行いました。この防止板は八尾の業者で完成されています。
　当初はプレートの加工賃は全て笠井産業株式会社が支払う覚悟をしていましたが、加工
業者の３社が３社共、八尾市と八尾市民の為に役立てるなら無償で協力したいとの申し入
れがあり、大変嬉しく思いました。
　これはまさに、ロータリークラブで学んだ職業奉仕事業が実践出来たと言えます。職業
奉仕の定義は、「高い倫理観、道徳性、高潔性を持ち、相手の立場に立って思いやりを持って
天職である職業に励み、これを業界にも広げて行く」とあります。いつも一緒に仕事をし
ている方々にも職業奉仕の理念を理解されている事が本当に嬉しかったです。これで松
井会員と鍋島会員と笠井とあと業会の方も巻き込んだ八尾ロータリークラブの事業が１
つ完成しました。
　そしていよいよ４月24日の贈呈式の日がやって来ました。当日は松井会員、吉本会員、
鍋島会員、加工業者の広志工房の前原氏、株式会社八尾パッキングの水舎氏、笠井産業株式
会社の社員２名、笠井、私の嫁と長兄を連れ市役所の１階で贈呈式に臨みました。市役所
全フロアーに防仕板が並んでいるのを見て、これで市役所を訪れる市民と市職員の安全に
少しでも役立てると思うと本当に嬉しかったです。尚、この模様は４月25日産経新聞を始
め、４月25日毎日新聞、４月28日の読売新聞等にも掲載されました。
　この他にも、八尾ロータリークラブの親睦と職業奉仕が結実した事業が有ります。それ
は宇野会員の株式会社アーテックが輸入したマスクを、松っちゃん給食の小林会員が学校
給食の休業により過剰になった人員約100名を派遣し、検品作業を補助し、八尾市が検品
場所として、市の体育館を無償で貸与する一方、八尾市の名前の入ったマスク購入権を、株
式会社アーテックのコスト負担（約400万円）で日本郵政のポスティングシステムを利用
して、八尾市全戸（約13万世帯）に配布させる。 
　そのマスクの引き渡し場所を、シグマ薬局の奥谷会員の８店舗と松ちゃん給食の２つの
事業所が担うというものです。価格は50枚入り１箱2,690円で１世帯２箱まで買う事が出

来ます。
　「ロータリーの親睦は出席から」と言われますが、20年近い歳月が３社に大きな親睦関
係を築き、今回の事業に繋がりました。これは本当にわがクラブにとって喜ばしい出来事
であります。又、今回事業を行う事によって、小林会員、宇野会員、奥谷会員の3会員の親
睦がより深まる事を祈って止みません。尚この模様は５月３日の毎日新聞に掲載されま
した。尚、宇野会員は、この他にも八尾市の教員の方々に１人当たり10枚ずつ、計1,300枚
のマスクを無償で提供されました。これも含めて、八尾ロータリークラブの活動にする様
申し出て頂きました。
　その他にも八尾ロータリークラブの宇野会員と佐野会員が、八尾市立病院でマスクが不
足しているということを知り、10,000枚のマスクを八尾ロータリークラブの事業として寄
贈されました。佐野会員は何十年間も親子２代に渡り、海外で毎年学校や図書館を寄贈さ
せており、今回の寄贈はご本人にすれば額も少なく、恥ずかしいので匿名にして欲しいと
の事でしたが、同クラブ内の事なので、公表させて頂きます。ありがとうございました。
　その後、地区からの新型コロナウイルス対策事業として「友愛」の事業が提案され、八尾
ロータリークラブもこれに参加し、地区に頂いた使い捨てマスク2,000枚と布マスク200
枚と八尾ロータリークラブより1,000枚の使い捨てマスクを寄贈しました。
　又、その他にも八尾ローターアクトクラブ会員の北山会員も、八尾市に2,000枚のマス
クを寄贈されました。出来たばかりの八尾ローターアクトクラブ会員の間にも奉仕の心
がどんどん育ちつつある事を聞くに至り、大変嬉しく心強く思います
　この様に、地区から提案された補助金をきっかけに、今まで述べてきた様に八尾ロータ
リークラブの新型コロナウイルス感染対策事業は大きく花開きました。ロータリークラ
ブの活動は、池に１つの石を投げた時に、波紋がどんどん広がっていく様なものだと教わ
りました。
　新型コロナウイルスの影響で、メンバーも集められないし例会も出来ず、活動資金であ
るニコニコ箱の集金さえ出来ない現状でありますが、私達八尾ロータリークラブには長年
多くのメンバーが、親睦で培った信頼関係や職場奉仕で学んだ相手を思いやる心や、奉仕
の心が有ります。この八尾ロータリークラブの心を持って、メンバー全員が新型コロナウ
イルスとの戦いに必ずや打ち勝つ事を確信しております。
　最後に四宮ガバナー初め、福家財団委員長からタイムリーな補助金を頂いたお陰で、私
の年度として素晴らしい事業総仕上げができました。本当にありがとうございました。
　また、本年度の最終事業として、国より国民１人当り10万円支給された補助金で何かよ
い事をしようと言う児林会員の提案を受けて、八尾ロータリークラブが主宰して設立され
た不登校児童対策機関である輝が、新型コロナウイルスの影響で資金が不足しているとい
う事を聞きつけ、メンバー有志で寄付する事になりました。佐野・井川・小林・田中・濵岡・
児林・曽家・竹中・笠井の９名で、90万円の資金を寄付しました。
　次に数字で見た八尾ロータリークラブの奉仕部門のご報告をさせて頂きます。

他に地区よりマスク2,000枚　　　　　　　　 奉仕部門個人負担分
布マスク200枚　　　　　　　 　　　佐野会員、宇野会員マスク　 52万円
次年度以降地区補助金獲得額　　40万円　　　地区より獲得したマスク　　15万円

（八尾市立病院分）
　　　　　　　　　　　　 7,270,205円　　　鍋島会員、笠井他、八尾市役所及び
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　国際交流センターへ飛沫防止パネル　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 158万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野会員、八尾市民への通信費　400万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野、濵岡、井川、小林、田中、児林、曽家、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中、笠井　　　　　　　輝 90万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　合　計　　　　14,420,250円

　つまり、本年度皆様からお預かりしたニコニコの寄付金5,220,000円は、地区より獲得
した補助金および会員有志の貴重な浄財とあわせて14,420,250円の奉仕額（ニコニコの
約2.7倍）として、地元地区の奉仕を受ける事を必要としている受益者や行政、市機関等に
奉仕させて頂きました。有難うございました。

　最後に受賞に見る本年度の検証をさせて頂きます。
　別紙 資料２は、ロータリー会長賞の受賞に関する説明書であります。ご覧になれば分
かります様に、当年度は「新しいクラブをつくる」という一項目を除いて、全項目達成とな
りました。
　もともと上段の９項目より５項目目９項目目より５項目の達成を要求されておりまし
たが、新型コロナウイルスの影響を考慮して、３項目ずつの達成で良い事に変更になりま
したが、当クラブはほぼ全項目で達成となりました。又、右欄の４項目の内３項目に上の
達成となるので、通常の会長賞にあわせてロータリー会長賞プラチナ賞の獲得を予定して
おります。これも一重に八尾ロータリークラブの会員の皆様の質の高さと努力のたまも
のと思います。本年度は皆様のお陰を持ちまして良い年度とする事が出来ました。本当
に有難うございました。

　2019～2020年度八尾ロータリークラブの幹事という大役を仰せつかり、緊張の連続で
した。理事役員及び会員皆様のご協力とご理解で、１年間無事年度を終わることができま
した。心より感謝を申し上げます。今後も八尾ロータリークラブの為に私ができること
は、精一杯頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

56期　山本昌市年度
57期　菅野茂人年度
58期　山本勝彦年度
59期　笠井　実年度

47
46
48
34

例会数 会員数集金額 １回当り集金額 １回１人当り金額

54
58
60
68

1,383
1,355
1,439
2,257

3,510,160
3,615,000
4,138,000
5,220,000

74,684
78,587
86,208

153,529

ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロータリー戦略計画の優先事項を
支えるために、以下に挙げられた活動項目を達成したクラブを称えることを
目的としています。クラブは、これらの項目を達成するために丸1年間をかけ
て取り組みます。

クラブがMy ROTARYでクラブ・会員の情報を更新している限り、多くの項
目の達成状況は、国際ロータリーで自動的に確認することができます。い
くつかは、ロータリークラブ・セントラルなどのオンラインツールを使って、
クラブが達成状況を入力する必要があります。ロータリー賞の受賞資格を
満たすには、年度開始時から終了時までクラブが正規にRIに加盟してい
ることが条件となります。2019年7月1日時点の会員数と比較して算出さ
れ、2020年7月1日時点の会員数が確定する2020年8月15日以降に表彰
されます。

人びとをつなぐ
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ会員増強委員会を設置し、その委員
長を国際ロータリーに報告する。

  会員1名の純増を達成する。

  既存会員と新会員の維持率を維持または改善する：

  クラブの会員維持率を1ポイント上げる。 または

  2018-19年度のクラブの会員維持率が90％以上である場合、これを
維持する。

  女性会員または40歳以下の会員1名の純増を達成する。

  会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社会にあるビジ
ネスと専門職の実情に沿った会員基盤を築くために活動する。

 新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会共同隊のスポンサーま
たは共同スポンサーとなる。 

  インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱または共同提唱
する。 

  ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーでネットワークを広げ
る機会を紹介する。 

  青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。 

行動する
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ財団委員会を設置し、その委員長を
国際ロータリーに報告する。 

  奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。 

  年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少なくとも100米ドルとな
る。 

  ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした行事を
開く。 

  ロータリーの6つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉仕プロ
ジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。 

  クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティア活動に
費やした時間、募金額など）をRotary.orgに投稿する。

  企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを継続または確立し、
プロジェクトで協力する。 

  ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変える行動人」キ
ャンペーン用広告・資料、その他の関連資料を活用する。 

  クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメディアと話す機会
を手配する。 

2019-20年度　 
ロータリークラブ対象のロータリー賞 

2019-20年度　 
ロータリー会長特別賞 

ロータリークラブ対象 
ロータリー賞を達成し、さらに以下から1項目を達成した場合「シルバー賞」、 
2項目達成で「ゴールド賞」、3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

  リーダーをつなぐ：会員5名以上の純増を達成する。 

  家族をつなぐ：会員の家族、青少年プログラム参加者や地域社会のその
ほかの人たちが参加できる家族志向の奉仕プロジェクトを実施する。

  職業や専門知識をつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシッ
プ、自己研鑽、専門能力開発プログラムなどを開始または継続する。

  地域社会をつなぐ：少なくとも月に4回、ソーシャルメディアでクラブとそ
の奉仕活動の情報を発信し、クラブ会員がいかに「世界を変える行動
人」であるかを示す。 

なお、今年度は、ロータリー賞の必須項目を達成し、さらに追加項目から 
1～3項目を達成したロータリークラブに、ロータリー会長特別賞が贈られます。

資料２

× ←  この項目以外すべて達成×

2019年度 奉仕事業収支
収　　　入

支　　　出

金　　額摘　　　要

総　　合　　計

金　　額摘　　　要奉仕委員会

ニコニコ
地区補助金（輝）
地区補助金（ロータリーデー）
地区補助金（コロナ）
ＲＡＣ地区補助金
利　　息

5,220,000
530,172
270,000
500,000
200,000

33
6,720,205

83,198
83,198
10,648
10,660

274,841
499,389
502,480
50,880

1,348,898
1,130,000

109,072
1,239,072

354,701
1,360,864

61,540
20,660

276,864
11,410
20,000
69,880
30,000
33,000
20,000

100,000
100,000

2,458,919
6,160

94,035
409,698

9,000
518,893

1,071,225
6,720,205

会社訪問（飲み物・バス代・お土産）
　　　　　　　　　　合　計　①
八尾市文化芸術芸能協賛・振込手数料
八尾市市民憲章推進協議会会費・振込手数料
餅つきプロジェクト
ロータリーデー
コロナ事業
友愛・振込手数料
　　　　　　　　　　合　計　②
ネパール事業
台北東ＲＣ祝い金・お土産
　　　　　　　　　　合　計　③
自然の中で協賛・飲み物・振込手数料
輝（不登校対策）
ＲＹＬＡ登録・振込手数料
東大阪ＲＣラグビー事業協賛
インターアクト海外研修・振込手数料
インターアクト例会会食費
金光八尾高校文化祭祝金
インターアクト年次大会登録・振込手数料
忘年家族会（金光八尾高校２名）
餅つきインターアクトバス代
金光八尾高校卒業祝い
インターアクト活動費
子ども食堂
　　　　　　　　　　合　計　④
ローアクトクラブ認定料・振込手数料
会議費
旗・テーブル・椅子・鐘・ホワイトボード振込手数料
１/15 会食費３名分
　　　　　　　　　　合　計　⑥
今年度発生した繰越金　⑦
総合計　①+②+③+④+⑤+⑥+⑦

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

青少年奉仕委員会

ＲＡＣ委員会

} 約15万円

八尾ローターアクトクラブ候補生活動報告書

八尾ＲＣ：児林委員長・曽家・田中
八尾ＲＣ：小谷副会長・吉田幹事・濱岡・稲田・川田・柏木
　宮川・大槻・山本・相馬・田中
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・井川・濱岡・藤田・友田・田中
地区ローターアクト委員長：菅本泰年
地区副幹事 柳澤大輔
吹田ＲＣ：井川亜里紗　　東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・田中祐子
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・佐野
　井川・稲田・田中・相馬・山本・曽家・友田
八尾ＲＡＣ候補生：
　児林成輝・児林皇輝・加藤千尋・樽井大樹・富永達也・芝田和樹・
　小林佑希・栗山休恭章・大井将嗣・東中愛果・松本祐希・金村哲寛・
　田中聡一郎・滝澤俊兵・赤池保人・斉藤智文
八尾ＲＣ：藤田
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章

八尾ＲＣ：児林委員長・田中・曽家
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・大井将嗣
八尾ＲＣ：笠井会長・濱岡・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・松山聖矢・松田真優佳
八尾ＲＡＣ候補生：有田伊織
八尾ＲＡＣ候補生：赤池保人・倉角和哉
東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・倉角和哉・丸田優輝樹
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・富永達也・芝田和樹・
　山岡美那・児林成樹・上農梨花
東大阪ＲＡＣ：
　松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子・桑田杏奈
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・松山聖矢・
　有田伊織・大井将嗣・北山弾也・児林皇輝・丸田優樹・東中愛果・
　倉角和哉・川口哲生・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：小谷副会長・曽家・田中・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・
　小林佑樹・倉角和哉・金谷光泰
八尾ＲＡＣ候補生：小林佑樹・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡
　藤田・友田・曽家・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・小林佑樹・倉角和哉・
　金谷光泰・加藤千尋・栗山恭章・有田伊織・北山弾也
天王寺ＲＣ：西浦
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・児林委員長・濱岡・稲田・新宮
　宮川・大槻・藤田・友田・曽家・相馬・山本・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・松山聖矢・有田伊織・大井将嗣・金谷光泰・赤池保人・
　滝澤俊兵・倉角和哉・芝田和樹・富永達也・中村和希・丸田優樹・
　中熊麻衣・北山弾也・児林成輝・志綾香・志樹理梨亜
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡・
　稲田・新宮・宮川・大槻・藤田・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・倉角和哉・
　丸田優輝樹・有田伊織・金谷光泰・北山弾也・中村和希・丸田優樹
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・有田伊織
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・有田伊織・松本祐希・栗山恭章・小林祐希
八尾ＲＣ：曽家
八尾ＲＡＣ候補生：
　倉角和哉・中村和希・大井将嗣・丸田優樹・栗山恭章
八尾ＲＣ：川田・新宮・藤田
八尾ＲＡＣ候補生：滝澤俊兵・北山弾也
八尾ＲＣ：吉田幹事・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＣ：小谷副会長・友田
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・有田伊織・川口哲生
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松山聖也・小林佑樹

東大阪ＲＡＣへ見学
東大阪ＲＡＣへ見学

大阪西南ＲＡＣへ見学
初顔合わせ

大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪梅田ＲＡＣ天満橋ＲＡＣ
　　 合同例会への参加
枚方ＲＡＣ大阪梅田ＲＡＣ
東大阪ＲＡＣの合同例会へ参加
大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪東ＲＡＣ例会へ参加
大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加
イルミネーション点灯式

シンポジウム

もちつき大会

ＲＡＣ忘年会

矢野監督の講演会
役員選別会

第一回模擬例会

第二回模擬例会

かるた大会
地区献血

大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加

東大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪南ＲＡＣ例会へ参加

大阪西南ＲＡＣ例会へ参加

Uコミュニティホテル
Uコミュニティホテル

大阪富国生命ビル
籠の屋

ハービスPLAZA６F

大阪キャッスルホテル３F

クレオ大阪東

阪急グランドビル26F

大阪産業創造会館
天王寺
本町公園

大阪国際会議場

ひのき苑

味園

商工会議所
八尾市ＢＢＳ

リノアス７F

リノアス７F

東大阪アリーナ
京橋駅前

天王寺

Uコミュニティホテル

大阪ガスビル食堂

南船場

扇町スタジオ

19:30～21:00
19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:30

19:30～21:00

19:30～21:00

18:00～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:00
16:30～18:00

16:00～17:30

10:00～14:30

19:30～21:00

13:00～13:30
19:30～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00

9:00～14:00
11:30～16:00

19:30～21:00

19:30～21:00

19:00～20:30

19:30～21:00

19:30～21:00

８月21日
10月２日

10月23日
10月25日

11月５日

11月６日

11月16日

11月19日

11月21日
11月26日
12月７日

12月14日

12月21日

12月27日

１月15日
１月16日

１月27日

２月３日

２月９日
２月16日

２月18日

２月19日

２月21日

２月25日

２月26日

資料１
開 催 日 時 　 間 開 催 場 所 活 動 名 称 参 加 者 （敬称略）



会 長　笠　井　　実

本年度を振り返って

御　　礼

-１- -２- -３- -４- -５-

　本年度一年間は、会員の皆様並びに関係各位皆様に大変御世話になり有難うございまし
た。
　2019～2020年度の当クラブのテーマは、Ｔhe Pursuit True Service and Friendship

「真実の奉仕と親睦を探求する」でありました。私くしは、このテーマを全うすべく全力で
取り組んでまいりました。以下では、本年度の活動報告を具体的にご報告させて頂きま
す。
　クラブ管理運営委員会は小谷副会長を筆頭に大変ご活躍いただきました。この分野は、
クラブ奉仕部門ともいわれ、会員からお預かりした会費をもって、会員各位にサービスを
行う分野であります。この分野が十分に機能する事により、ロータリーライフがより楽し
く充実します。本年度は、小谷副会長のご指導により、各委員会が大変活発な活動を行い
すばらしいロータリーライフを構築していただきました。
　会員増強委員会では、中川廣次委員長のもと、小林副委員長、松井委員、児林委員、平尾
委員はもとより、多くさんのメンバーが増強活動に邁進して頂き、佐々木会員・松岡会員

（以上２名再入会）・倉内会員・鍋島会員・三木会員・森川会員・福村会員・谷口会員の
合計８名もの会員の入会を頂きました。これは2003年大槻美佐夫会長年度の８名以来の
16年ぶりの快挙であります。中川廣次委員長には、大変ご苦労をおかけしました。本当に
ありがとうございました。
　出席委員会は、大槻委員長にご尽力いただき、特に2020年１月15日には、阪神タイガー
スの矢野燿大監督をお招きした際には100％出席例会を開催して頂きました。本当に有難
うございました。
　親睦活動委員会では、山本勝彦委員長、澁谷副委員長はもとより、委員会メンバーにも大
変ご協力頂きありがとうございました。ロータリーの目的は親睦と職業奉仕にあります。
まさに親睦という重要な目的をもって、山本勝彦委員長は、この強い信念を伺わせる熱心
な活動を行って頂きました。2019年７月には久保惣美術館・スターゲイトホテル54階の
レストランスターゲイトを紹介頂きました。ホテルからの眺望は本当に素晴らしく、多く
さんのメンバーが、関西国際空港から飛行機の発着を目を輝かせながら見ておられたの
が、本当に印象的でした。また９月16日には滋賀県陶芸の森と料亭「魚松」でまったけと
近江牛の食べ放題にお連れいただきました。また12月11日には、コンラッドホテルにお
いて、昨年に続いて、大変豪華な忘年会を開催して頂きました。2020年５月に企画されて
おられた越中八尾の「曳きまわし」は新型コロナウイルスの流行の為、中止となったのが残
念です。以上のように山本勝彦委員長には、親睦の重要性を十分に理解され、各メンバー
の親睦の向上の為に大変努力されました。山本委員長大変お世話になりました。
　プログラム委員会におかれましては、長竹委員長が大変素晴らしい運営を行って頂きま
した。卓話は例会の華と言われます。質の高い卓話者が多くさん訪れる事によって、ロー
タリーの会合はより充実し、これが出席率の向上にも繋がります。本年度は行政からは、

松井大阪市長（日本維新の会党首）、大松八尾市長、藤原八尾消防長、佐藤警察署長の皆様
をお迎えして、各方面の新しい情報や政治の話や日本の未来の話など、大変有意義な時間
を過ごす事が出来ました。又、エンターテーメントからは、阪神タイガースの矢野燿大さ
んや、クラシックの調べチェロのアンサンブルでストリングストリオの皆様にお越し頂
き、豪華で格調高い時間を提供いただきました。又、地区からは四宮ガバナーの公式訪問
はもとより、溝畑正信氏、（ポリオ根絶）、泉博朗パストガバナー（ローターアクトの意義）
山﨑修一地区職業委員会委員長（職業奉仕根幹の根幹）、吉田会員（大阪中央ＲＣ）、ロータ
リー学友ディネスシュレスタさん（米山奨学制度と米山学友について）等にお越し頂き、
ロータリーの専門的な知識について卓話頂き大変有意義でありました。
　又、メンバーからは、佐々木会員より（ガン治療あれこれ）や寺坂会員・宇野会員にロー
タリーと企業経営についての卓話を頂きました。
　又、専門分野からは、エキスパートリンクの松田様より経費削減や、西村貴好様より（ほ
め達が人と組織を活性化）などの卓話を頂きました。他にも八尾ロータリークラブの各委
員長、メンバー様に大変素晴らしい卓話を多くさん頂戴頂き、有難うございました。
　「楽しく為になる」が私の例会に対するモットーです。この目的を達成すべく、長竹委員
長には、大変お世話になりました。本当に有難うございました。
　クラブ研修委員会におかれましては、野村委員長が、2019年９月11日にロータリー歴の
浅い会員を対象とした研修委員会および懇親会を開催して頂きました。又、2020年５月
に予定されていた、第２回研修事業は残念ながら中止となりました。一年間ご苦労様でし
た。
　クラブ広報委員会は、新宮委員長、吉本副委員長、福田委員、相馬委員、竹中委員の各位
が大変ご活躍頂きました。広報は、各方面に八尾ロータリークラブ知名度を上げて、新入
会員の増強につなげると共に、メンバーにも正しくて新しい情報を伝える為に大変重要な
委員会であります。活動としては、2019年９月18日に国道170号線のアクロスプラザの
対面に、八尾ロータリークラブの屋外看板を設置して、ロータリーの知名度の向上をめざ
しました。又、10月には笠井による動画の作成をし、内外にロータリーの活動をアピール
しました。
　又、My Rotaryは現在68名中45名の登録を頂き（66％）ロータリークラブセントラルへ
のＰＲ活動実施すると共に八尾ロータリークラブホームページ、ウエブサイトの改修も完
了しました。毎月１回（休止期間を除く）「ロータリーの友」紹介頂き、吉本会員には例会開
催の度に会報作成頂きました。また2020年１月28日にはＦＭちゃおにおいて収録し、八
尾ロータリークラブの紹介をして頂きました。当日は川田社会奉仕委員長、児林国際奉仕
委員長、と笠井が出演し本年度のロータリー活動について熱弁をふるい詳しく紹介しまし
た。この模様は2020年１月31日12時と19時と23時の３回の45分間ＦＭちゃおにおいて
放送されました。ロータリーのメンバー各位や地元の皆さん地区の皆様に向けて幅広く
広報活動を行って頂き本当にありがとうございました。
　越中八尾ロータリークラブ担当委員会におかれましては、新型コロナウイルスの流行の

為に、２月５日の公式訪問一回のみとなりました。澁谷委員長、濵岡副委員長、児林委員、
宮川委員ご苦労様でした。
　ＳＡＡ委員会は稲田委員長のもと、佐野会員、中川（將）会員、大槻会員、北野会員、友田
会員、曽家会員、鼓呂雲会員、平尾会員が副委員長を務めて頂き目覚ましい活躍をして頂き
ました。食事の質の向上や、ナイト例会の開催等大変ご尽力いただきました。特に素晴ら
しかったのが、ニコニコの集金額の多さであります。ここ４年間のニコニコ額の推移をみ
ると　　　　　　　　　　　　　　　　

以上で分かる様に本当に熱心な勧誘によって大変多く獲得して頂きました。言うまでも
有りませんが、管理部門の原資は会員の支払う会費で、まかなわれますが、奉仕部門の原資
はニコニコの集金収入でまかなわれます。本年のＳＡＡ委員会の皆様は、この事をよく理
解され、会員各位に何度も何度も繰り返し、ニコニコへの協力を訴え理解を得た結果が出
ていると思います。ＳＡＡ委員会の皆様、ご苦労様でした。本当に有難うございました。
　職業奉仕委員会におかれましては、職業奉仕の理念を正しく理解する為に、地区職業奉
仕委員長山﨑修一様や井川会員に卓話を頂きました。又、メンバーの職業スキルを向上さ
せるために１月22日帝国チャックの寺坂会員、アーテックの宇野会員に例会時に卓話して
頂いた後に、企業見学を行いました。八尾ロータリークラブでも特に素晴らしく経営を
行っておられる両企業を訪れ、メンバーの皆様共々大変勉強させて頂きました。又、２月
12日にはエキスパートリンクの松田様に「経費削減」に関する卓話を、６月24日には、北野
秀樹様にコロナウイルス関連融資に関する卓話を頂きました。今年は職業奉仕において
も充実した企画をして頂きました。西村会員本当にご苦労様でした。有難うございまし
た。
　社会奉仕委員会では、川田委員長、柏木副委員長、中島委員、高井委員、奧谷委員、佐々木
委員、川村委員のメンバーにご活動頂きました。今年はロータリーメンバーだけではな
く、八尾ＲＡＣ予定者や東大阪ＲＡＣのメンバーや金光八尾のインターアクトメンバー
や、不登校対策支援事業「輝」のメンバーも巻き込んで、様々な事業を展開して頂きました。
　本町２丁目のイルミネーションの点灯式や高齢施設での餅つき大会等を多くさんの
方々の参加でもって、盛大に行って頂きました。又、３月～５月の例会休会中にも、八尾
ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業を行って頂き、地区の四宮ガバナーから
もお褒めの言葉を頂きました。又、地区の「友愛」の事業にも参画し、八尾市立病院に使い
捨てマスク3,000枚布マスク200枚を寄贈して頂きました。有難うございました。

　国際奉仕委員会におかれましては、児林委員長、濵岡委員を中心に熱心に国際事業に取
り組んで頂きました。世界の最貧国の１つであるネパールにおいて、「命の水　教育の場
を求めて！！」の事業を行って頂きました。これは、山脈からパイプラインを敷き生活用
水を確保し、識字率の向上のための教育の場を提供する活動で素晴らしく成果を上げて頂
きました。又、年末には、メンバーの家族も多数巻き込んで、ネパールに於いて、医療キャ
ンプに参加し、角膜手術の支援事業に参加して頂きました。本当にご苦労様でした。又こ
れらの事業において八尾ロータリークラブからの資金拠出にも限界が有ることから、児林
委員長、濵岡会員、小谷副会長や、吉田幹事からも資金の提供を受けました。本当に有難う
ございました。ご苦労様でした。
　ロータリー財団委員会におかれましては、北野委員長が中心となり活動して頂き、卓話
を通じて、ロータリー財団への理解を深めると共に年次基金として一人当たり150$の寄
付金達成に、成功されました。本当にご苦労様でした。有難うございました。
　青少年奉仕委員会におかれましては、田中委員長、宮川副委員長、西委員、藤田委員、山
本（隆）委員、友田委員のメンバーで活動を行って頂きました。委員会は毎月行われ、活動
としても　①金光八尾高校インターアクトクラブ活動参加支援活動　②自然の中での活
動　③リーダー研　④地区青少年事業の参加　⑤こども食堂の支援　⑥不登校生対策

「輝」事業の設立協力運営協力　⑦八尾ローターアクトクラブの設立　⑧ＲＹＬＡ受講へ
の参加。２名動員などのすべての項目で目標達成されました。中でも八尾の不登校生支
援活動においては、八尾ロータリークラブでは設立費用の40％以上に当たる136万円もの
資金を地区からの協力も得て拠出しました。又、2020年６月22日には、八尾ロータリーク
ラブの有志７名が政府からコロナ対策で得た10万円を出して70万円の浄財を「輝」に寄付
しました。これは５月の理事会で、児林国際奉仕委員長が、国から得たお金で何か良い事
をしようという提案があり、八尾ロータリークラブが中心となって設立した「輝」が新型コ
ロナウイルスの影響も有り、企業からの寄付金が細っているのと50名の生徒を集めるの
が、コロナウイルスによって遅れている為、運営費用が当初予算よりも大きく不足してい
て運営に窮しているという事なので、資金を供給することにしました。具体的には佐野会
員、濵岡会員、井川会員、小林会員、田中委員長、児林会員、笠井の７名で70万円を寄付し
ました。
　又、ローターアクトクラブ設立にも大変ご尽力頂き、気の遠くなる様な準備に次ぐ準備

（別紙 資料１）を重ねて、2020年２月５日に国際ロータリークラブより正式に認証され、
正式に発足されました。その後、他のローターアクトクラブ見学と八尾ローターアクトク
ラブの模擬例会を重ねる予定でしたが、新型コロナウイルスの流行により、活動が停止さ
れ、四宮ガバナーを迎えても認証状授与式も無期延期となりました。次年度以降の八尾
ローターアクトクラブの理事役員も固まっており、既に次年度に向けての歩みを始めてお
ります。６月29日には、八尾ローターアクトクラブの本年度最終例会を迎えます。今後の
ローターアクトクラブの活動にも田中会員及び田中祐子元東大阪ＲＡＣ生様にご活躍頂
けます様よろしくお願い致します。田中委員長本年度は本当にご苦労様でした。有難う
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ございました。
　米山奨学委員会は、松井委員長、山陰副委員長、山本（義）委員」によって活動して頂きま
した。米山奨学制度に対しての意識調査を行い、地区の委員会にも問題提起行い、地区の
米山委員会にも八尾ロータリークラブに来て卓話をいただく予定でしたが、新型コロナウ
イルスの影響で、中止となり大変残念です。又、新型コロナウイルスで、例会休会中にも米
山の勉強会を、大阪中央ロータリークラブの吉田会員と米山奨学学友会のディネスシュレ
スタさんを招き行いました。大変有意義な勉強会となり、特に吉田様の「米山奨学生を見
るな米山学友を見ろ」と言う言葉は今も心の中に残っています。松井委員長本当にご苦労
様でした。有難うございました。
　インターアクト委員会は曽家委員長、児林副委員長、大槻委員、竹原委員で活動して頂き
ました。当クラブのインターアクトクラブは30年もの歴史が有り、年を重ねるごとに活発
に活動されております。金光八尾のインターアクトクラブは、人数においても活動の質に
おいても、2660地区内で、最大のクラブとしての地位を確立しておられます。曽家委員長
も大変熱心に活動され、金光八尾中高学校へバザーの商品をメンバーから募り寄付され、
そこでの売上をロータリーのポリオ根絶の為の基金に寄付される等、素晴らしい活動をし
て頂きました。又、本年度は多くの金光八尾インターアクトクラブのメンバーや顧問の先
生方が八尾ロータリークラブの夜間例会やもちつき大会等にも積極的に参加して頂きま
した。有難うございました。　
　ローターアクト委員会は、児林会員を委員長にして総勢20名ものメンバーで活動して頂
きました。ローターアクトクラブの設立は、八尾ロータリークラブとしては、30年前にイ
ンターアクトクラブを設立して以来の一大事業でありました。初代委員長の児林会員に
大変ご苦労をおかけしました。
　おかげ様を持ちまして、2020年２月５日には、国際ロータリーにおいて八尾ローターア
クトクラブを正式に認証を受けました。現在約30名もの八尾ローターアクトクラブ生が
在籍しておりますが、新型コロナウイルスの影響で活動中止もあり、次年度にむけての準
備をしておられます。今後八尾ロータリークラブ・八尾ローターアクトクラブ・八尾イ
ンターアクトクラブの３クラブは共に益々発展する事を願ってやみません。児林ロー
ターアクトク委員長、本年は本当にご苦労様でした。有難うございました。

　以上で各委員会活動のご報告並びに各委員長、委員各位に対する御礼とさせて頂きま
す。
　次に八尾ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業をご紹介します。

八尾ロータリークラブ新型コロナウイルス対策事業について
　2020年４月10日金曜日17時１分に、2660地区より当クラブに１通のメールが送信され
ました。それは、2660地区がコロナウイルス対策として、１クラブ50万円を上限として、
400万円の補助金を受付ける旨のメールでありました。送信時間が金曜日の17時１分で

あり、ほとんどのクラブの事務局は17時に終了しているので、このメールをクラブ関係者
が目にするのは13日の午前中になります。私も13日にこの補助金を使い、コロナウイル
スの為にやり残した事業を何とかしてやり遂げたいと思い奔走しました。
　先ずやり残した事と言えば、里親会に対する事業でありました。当初東大阪里親会の里
子、その兄弟、里親を連れて八尾ローターアクトクラブ会員にも手伝ってもらって、白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を予定していたが、３月よりクラブの全ての行事が中
止され、この事業も例外ではありませんでした。そこで里親会の方々にコロナ対策をしよ
うと考えました。方法としては、学校休校中に使用出来る教育資材や消毒液、マスク等の
配布が候補に挙がりましたが、教育資材を配布はまんべんなく効率よく配布するのは難し
いという観点から外され、消毒液で進み始めました。
　相馬会員、川田会員と相談しながら先ず幹事・副会長の了承を取り付け、理事役員も一
人一人電話で了解してもらい、安堵していたのも束の間、４月14日の11時頃、消毒液が厚
生労働省の基準を満たしている確証が取れないとの指摘を受け、急遽消毒液をマスクに変
更する判断を下しました。宇野会員に連絡を取り、外出先より会社に電話をして頂きマス
クの見積書をもらい、飯田エレクトに連絡して今日中にサインが必要なので夕方まで会社
に待機する様お願いをしました。相馬会員が、15時から補助金申請書の作成作業に入れる
と伺い、15時前より相馬会員の会社近くで待機していたところ、携帯電話で連絡を受け、
申請書を頂きに上がりました。その場で本年度会長のサインを書き、その足で飯田会長エ
レクトの会社の近くまで赴きエレクトのサインを頂き申請書をその足で相馬会員の会社
へ届けて地区への送信を依頼しました。その後、相馬会員の最終チェックを経て14日の
18時１分に地区への申請を完了しました。
　13日午前中に見た補助金を14日の夕方には完成させましたが、400万円の補助金は80
クラブ中８件分しかなく、かなり過酷な争奪戦だったようです。当クラブの申請は、皆様
のお陰を持ちましてギリギリで滑り込む事が出来ました。
　４月27日16時に里親会を川田社会奉仕委員長、川村会員、児林会員と笠井が訪れ、直接
マスクを手渡しました。アドベンチャ－ワ－ルドの事業が中止になり、沢山の子供達に泣
かれたとの話を伺い断腸の思いでしたが、いつの日か八尾ロータリークラブとして白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を行いたい旨を告げて贈呈式を終了して、４月28日に
は当クラブが最大のスポンサーとして立ち上げた不登校生の教育機関である輝と、子供食
堂の子供達の為のマスクの贈呈式を行いました。輝と子供食堂の代表である浦上氏は、

「貴重なマスクを頂き本当にありがとうございます。」と喜んで頂きました。
　当日は田中青少年委員長、小谷副会長、吉田幹事、吉本会員、笠井の５名で贈呈式に参加
しました。この模様は、４月30日の読売新聞にも掲載されました。
　この地区の補助金とは別に同時進行で八尾市役所への飛沫感染予防板の贈呈事業を進
めていました。2020年４月15日に所用で八尾市役所を訪問した際に当時の市役所にコロ
ナウイルスの飛沫感染対策が何も無かった事に愕然として、直ちに市役所に防止板を寄贈
しようと思いました。そこですぐに八尾ロータリークラブの松井会員に連絡を取り、八尾

市に防止板を寄贈したいとの旨を、市長に伝えて頂ける様にお願いをしました。松井会員
は早速市長に連絡を取って頂き、４月16日朝に市長を訪れる約束を取って頂きました。
　そして４月16日朝一番に大松市長と面会し、「喜んで頂戴します。」との回答を頂きまし
た。当初は市役所の１階部分に設置する予定でしたが、市の職員の方が市役所の全館と、
出張所と、図書館の分もと言われたので、初めの予算を大幅に上回りましたが、どうせなら
喜んでもらえる方がよいと思い引き受ける事にしました。
　この防止板は、当社のＰＥＴボトル100％リサイクル高透明板を使用し、大阪府から出
たＰＥＴボトル原料を使用している為に「大阪もん」の認定を受けており、国のエコマーク
の認定も受けています。又、大松市長との約束で市役所で不要になった際には全てを引
取、当社で再利用することになっています。
　原板の製造は笠井産業株式会社が行い、原板をカットするのは、八尾ロータリークラブ
の会員である鍋島さんの会社である伊豆田株式会社で行い、書類の受け渡しの際の開口部
の抜き加工を株式会社八尾パッキングが行い、防止板を立てる為に使う折り曲げ加工を広
志工房が行いました。この防止板は八尾の業者で完成されています。
　当初はプレートの加工賃は全て笠井産業株式会社が支払う覚悟をしていましたが、加工
業者の３社が３社共、八尾市と八尾市民の為に役立てるなら無償で協力したいとの申し入
れがあり、大変嬉しく思いました。
　これはまさに、ロータリークラブで学んだ職業奉仕事業が実践出来たと言えます。職業
奉仕の定義は、「高い倫理観、道徳性、高潔性を持ち、相手の立場に立って思いやりを持って
天職である職業に励み、これを業界にも広げて行く」とあります。いつも一緒に仕事をし
ている方々にも職業奉仕の理念を理解されている事が本当に嬉しかったです。これで松
井会員と鍋島会員と笠井とあと業会の方も巻き込んだ八尾ロータリークラブの事業が１
つ完成しました。
　そしていよいよ４月24日の贈呈式の日がやって来ました。当日は松井会員、吉本会員、
鍋島会員、加工業者の広志工房の前原氏、株式会社八尾パッキングの水舎氏、笠井産業株式
会社の社員２名、笠井、私の嫁と長兄を連れ市役所の１階で贈呈式に臨みました。市役所
全フロアーに防仕板が並んでいるのを見て、これで市役所を訪れる市民と市職員の安全に
少しでも役立てると思うと本当に嬉しかったです。尚、この模様は４月25日産経新聞を始
め、４月25日毎日新聞、４月28日の読売新聞等にも掲載されました。
　この他にも、八尾ロータリークラブの親睦と職業奉仕が結実した事業が有ります。それ
は宇野会員の株式会社アーテックが輸入したマスクを、松っちゃん給食の小林会員が学校
給食の休業により過剰になった人員約100名を派遣し、検品作業を補助し、八尾市が検品
場所として、市の体育館を無償で貸与する一方、八尾市の名前の入ったマスク購入権を、株
式会社アーテックのコスト負担（約400万円）で日本郵政のポスティングシステムを利用
して、八尾市全戸（約13万世帯）に配布させる。 
　そのマスクの引き渡し場所を、シグマ薬局の奥谷会員の８店舗と松ちゃん給食の２つの
事業所が担うというものです。価格は50枚入り１箱2,690円で１世帯２箱まで買う事が出

来ます。
　「ロータリーの親睦は出席から」と言われますが、20年近い歳月が３社に大きな親睦関
係を築き、今回の事業に繋がりました。これは本当にわがクラブにとって喜ばしい出来事
であります。又、今回事業を行う事によって、小林会員、宇野会員、奥谷会員の3会員の親
睦がより深まる事を祈って止みません。尚この模様は５月３日の毎日新聞に掲載されま
した。尚、宇野会員は、この他にも八尾市の教員の方々に１人当たり10枚ずつ、計1,300枚
のマスクを無償で提供されました。これも含めて、八尾ロータリークラブの活動にする様
申し出て頂きました。
　その他にも八尾ロータリークラブの宇野会員と佐野会員が、八尾市立病院でマスクが不
足しているということを知り、10,000枚のマスクを八尾ロータリークラブの事業として寄
贈されました。佐野会員は何十年間も親子２代に渡り、海外で毎年学校や図書館を寄贈さ
せており、今回の寄贈はご本人にすれば額も少なく、恥ずかしいので匿名にして欲しいと
の事でしたが、同クラブ内の事なので、公表させて頂きます。ありがとうございました。
　その後、地区からの新型コロナウイルス対策事業として「友愛」の事業が提案され、八尾
ロータリークラブもこれに参加し、地区に頂いた使い捨てマスク2,000枚と布マスク200
枚と八尾ロータリークラブより1,000枚の使い捨てマスクを寄贈しました。
　又、その他にも八尾ローターアクトクラブ会員の北山会員も、八尾市に2,000枚のマス
クを寄贈されました。出来たばかりの八尾ローターアクトクラブ会員の間にも奉仕の心
がどんどん育ちつつある事を聞くに至り、大変嬉しく心強く思います
　この様に、地区から提案された補助金をきっかけに、今まで述べてきた様に八尾ロータ
リークラブの新型コロナウイルス感染対策事業は大きく花開きました。ロータリークラ
ブの活動は、池に１つの石を投げた時に、波紋がどんどん広がっていく様なものだと教わ
りました。
　新型コロナウイルスの影響で、メンバーも集められないし例会も出来ず、活動資金であ
るニコニコ箱の集金さえ出来ない現状でありますが、私達八尾ロータリークラブには長年
多くのメンバーが、親睦で培った信頼関係や職場奉仕で学んだ相手を思いやる心や、奉仕
の心が有ります。この八尾ロータリークラブの心を持って、メンバー全員が新型コロナウ
イルスとの戦いに必ずや打ち勝つ事を確信しております。
　最後に四宮ガバナー初め、福家財団委員長からタイムリーな補助金を頂いたお陰で、私
の年度として素晴らしい事業総仕上げができました。本当にありがとうございました。
　また、本年度の最終事業として、国より国民１人当り10万円支給された補助金で何かよ
い事をしようと言う児林会員の提案を受けて、八尾ロータリークラブが主宰して設立され
た不登校児童対策機関である輝が、新型コロナウイルスの影響で資金が不足しているとい
う事を聞きつけ、メンバー有志で寄付する事になりました。佐野・井川・小林・田中・濵岡・
児林・曽家・竹中・笠井の９名で、90万円の資金を寄付しました。
　次に数字で見た八尾ロータリークラブの奉仕部門のご報告をさせて頂きます。

他に地区よりマスク2,000枚　　　　　　　　 奉仕部門個人負担分
布マスク200枚　　　　　　　 　　　佐野会員、宇野会員マスク　 52万円
次年度以降地区補助金獲得額　　40万円　　　地区より獲得したマスク　　15万円

（八尾市立病院分）
　　　　　　　　　　　　 7,270,205円　　　鍋島会員、笠井他、八尾市役所及び
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　国際交流センターへ飛沫防止パネル　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 158万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野会員、八尾市民への通信費　400万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野、濵岡、井川、小林、田中、児林、曽家、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中、笠井　　　　　　　輝 90万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　合　計　　　　14,420,250円

　つまり、本年度皆様からお預かりしたニコニコの寄付金5,220,000円は、地区より獲得
した補助金および会員有志の貴重な浄財とあわせて14,420,250円の奉仕額（ニコニコの
約2.7倍）として、地元地区の奉仕を受ける事を必要としている受益者や行政、市機関等に
奉仕させて頂きました。有難うございました。

　最後に受賞に見る本年度の検証をさせて頂きます。
　別紙 資料２は、ロータリー会長賞の受賞に関する説明書であります。ご覧になれば分
かります様に、当年度は「新しいクラブをつくる」という一項目を除いて、全項目達成とな
りました。
　もともと上段の９項目より５項目目９項目目より５項目の達成を要求されておりまし
たが、新型コロナウイルスの影響を考慮して、３項目ずつの達成で良い事に変更になりま
したが、当クラブはほぼ全項目で達成となりました。又、右欄の４項目の内３項目に上の
達成となるので、通常の会長賞にあわせてロータリー会長賞プラチナ賞の獲得を予定して
おります。これも一重に八尾ロータリークラブの会員の皆様の質の高さと努力のたまも
のと思います。本年度は皆様のお陰を持ちまして良い年度とする事が出来ました。本当
に有難うございました。

　2019～2020年度八尾ロータリークラブの幹事という大役を仰せつかり、緊張の連続で
した。理事役員及び会員皆様のご協力とご理解で、１年間無事年度を終わることができま
した。心より感謝を申し上げます。今後も八尾ロータリークラブの為に私ができること
は、精一杯頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

56期　山本昌市年度
57期　菅野茂人年度
58期　山本勝彦年度
59期　笠井　実年度

47
46
48
34

例会数 会員数集金額 １回当り集金額 １回１人当り金額

54
58
60
68

1,383
1,355
1,439
2,257

3,510,160
3,615,000
4,138,000
5,220,000

74,684
78,587
86,208

153,529

ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロータリー戦略計画の優先事項を
支えるために、以下に挙げられた活動項目を達成したクラブを称えることを
目的としています。クラブは、これらの項目を達成するために丸1年間をかけ
て取り組みます。

クラブがMy ROTARYでクラブ・会員の情報を更新している限り、多くの項
目の達成状況は、国際ロータリーで自動的に確認することができます。い
くつかは、ロータリークラブ・セントラルなどのオンラインツールを使って、
クラブが達成状況を入力する必要があります。ロータリー賞の受賞資格を
満たすには、年度開始時から終了時までクラブが正規にRIに加盟してい
ることが条件となります。2019年7月1日時点の会員数と比較して算出さ
れ、2020年7月1日時点の会員数が確定する2020年8月15日以降に表彰
されます。

人びとをつなぐ
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ会員増強委員会を設置し、その委員
長を国際ロータリーに報告する。

  会員1名の純増を達成する。

  既存会員と新会員の維持率を維持または改善する：

  クラブの会員維持率を1ポイント上げる。 または

  2018-19年度のクラブの会員維持率が90％以上である場合、これを
維持する。

  女性会員または40歳以下の会員1名の純増を達成する。

  会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社会にあるビジ
ネスと専門職の実情に沿った会員基盤を築くために活動する。

 新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会共同隊のスポンサーま
たは共同スポンサーとなる。 

  インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱または共同提唱
する。 

  ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーでネットワークを広げ
る機会を紹介する。 

  青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。 

行動する
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ財団委員会を設置し、その委員長を
国際ロータリーに報告する。 

  奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。 

  年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少なくとも100米ドルとな
る。 

  ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした行事を
開く。 

  ロータリーの6つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉仕プロ
ジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。 

  クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティア活動に
費やした時間、募金額など）をRotary.orgに投稿する。

  企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを継続または確立し、
プロジェクトで協力する。 

  ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変える行動人」キ
ャンペーン用広告・資料、その他の関連資料を活用する。 

  クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメディアと話す機会
を手配する。 

2019-20年度　 
ロータリークラブ対象のロータリー賞 

2019-20年度　 
ロータリー会長特別賞 

ロータリークラブ対象 
ロータリー賞を達成し、さらに以下から1項目を達成した場合「シルバー賞」、 
2項目達成で「ゴールド賞」、3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

  リーダーをつなぐ：会員5名以上の純増を達成する。 

  家族をつなぐ：会員の家族、青少年プログラム参加者や地域社会のその
ほかの人たちが参加できる家族志向の奉仕プロジェクトを実施する。

  職業や専門知識をつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシッ
プ、自己研鑽、専門能力開発プログラムなどを開始または継続する。

  地域社会をつなぐ：少なくとも月に4回、ソーシャルメディアでクラブとそ
の奉仕活動の情報を発信し、クラブ会員がいかに「世界を変える行動
人」であるかを示す。 

なお、今年度は、ロータリー賞の必須項目を達成し、さらに追加項目から 
1～3項目を達成したロータリークラブに、ロータリー会長特別賞が贈られます。

資料２

× ←  この項目以外すべて達成×

2019年度 奉仕事業収支
収　　　入

支　　　出

金　　額摘　　　要

総　　合　　計

金　　額摘　　　要奉仕委員会

ニコニコ
地区補助金（輝）
地区補助金（ロータリーデー）
地区補助金（コロナ）
ＲＡＣ地区補助金
利　　息

5,220,000
530,172
270,000
500,000
200,000

33
6,720,205

83,198
83,198
10,648
10,660

274,841
499,389
502,480
50,880

1,348,898
1,130,000

109,072
1,239,072

354,701
1,360,864

61,540
20,660

276,864
11,410
20,000
69,880
30,000
33,000
20,000

100,000
100,000

2,458,919
6,160

94,035
409,698

9,000
518,893

1,071,225
6,720,205

会社訪問（飲み物・バス代・お土産）
　　　　　　　　　　合　計　①
八尾市文化芸術芸能協賛・振込手数料
八尾市市民憲章推進協議会会費・振込手数料
餅つきプロジェクト
ロータリーデー
コロナ事業
友愛・振込手数料
　　　　　　　　　　合　計　②
ネパール事業
台北東ＲＣ祝い金・お土産
　　　　　　　　　　合　計　③
自然の中で協賛・飲み物・振込手数料
輝（不登校対策）
ＲＹＬＡ登録・振込手数料
東大阪ＲＣラグビー事業協賛
インターアクト海外研修・振込手数料
インターアクト例会会食費
金光八尾高校文化祭祝金
インターアクト年次大会登録・振込手数料
忘年家族会（金光八尾高校２名）
餅つきインターアクトバス代
金光八尾高校卒業祝い
インターアクト活動費
子ども食堂
　　　　　　　　　　合　計　④
ローアクトクラブ認定料・振込手数料
会議費
旗・テーブル・椅子・鐘・ホワイトボード振込手数料
１/15 会食費３名分
　　　　　　　　　　合　計　⑥
今年度発生した繰越金　⑦
総合計　①+②+③+④+⑤+⑥+⑦

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

青少年奉仕委員会

ＲＡＣ委員会

} 約15万円

八尾ローターアクトクラブ候補生活動報告書

八尾ＲＣ：児林委員長・曽家・田中
八尾ＲＣ：小谷副会長・吉田幹事・濱岡・稲田・川田・柏木
　宮川・大槻・山本・相馬・田中
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・井川・濱岡・藤田・友田・田中
地区ローターアクト委員長：菅本泰年
地区副幹事 柳澤大輔
吹田ＲＣ：井川亜里紗　　東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・田中祐子
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・佐野
　井川・稲田・田中・相馬・山本・曽家・友田
八尾ＲＡＣ候補生：
　児林成輝・児林皇輝・加藤千尋・樽井大樹・富永達也・芝田和樹・
　小林佑希・栗山休恭章・大井将嗣・東中愛果・松本祐希・金村哲寛・
　田中聡一郎・滝澤俊兵・赤池保人・斉藤智文
八尾ＲＣ：藤田
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章

八尾ＲＣ：児林委員長・田中・曽家
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・大井将嗣
八尾ＲＣ：笠井会長・濱岡・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・松山聖矢・松田真優佳
八尾ＲＡＣ候補生：有田伊織
八尾ＲＡＣ候補生：赤池保人・倉角和哉
東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・倉角和哉・丸田優輝樹
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・富永達也・芝田和樹・
　山岡美那・児林成樹・上農梨花
東大阪ＲＡＣ：
　松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子・桑田杏奈
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・松山聖矢・
　有田伊織・大井将嗣・北山弾也・児林皇輝・丸田優樹・東中愛果・
　倉角和哉・川口哲生・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：小谷副会長・曽家・田中・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・
　小林佑樹・倉角和哉・金谷光泰
八尾ＲＡＣ候補生：小林佑樹・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡
　藤田・友田・曽家・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・小林佑樹・倉角和哉・
　金谷光泰・加藤千尋・栗山恭章・有田伊織・北山弾也
天王寺ＲＣ：西浦
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・児林委員長・濱岡・稲田・新宮
　宮川・大槻・藤田・友田・曽家・相馬・山本・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・松山聖矢・有田伊織・大井将嗣・金谷光泰・赤池保人・
　滝澤俊兵・倉角和哉・芝田和樹・富永達也・中村和希・丸田優樹・
　中熊麻衣・北山弾也・児林成輝・志綾香・志樹理梨亜
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡・
　稲田・新宮・宮川・大槻・藤田・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・倉角和哉・
　丸田優輝樹・有田伊織・金谷光泰・北山弾也・中村和希・丸田優樹
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・有田伊織
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・有田伊織・松本祐希・栗山恭章・小林祐希
八尾ＲＣ：曽家
八尾ＲＡＣ候補生：
　倉角和哉・中村和希・大井将嗣・丸田優樹・栗山恭章
八尾ＲＣ：川田・新宮・藤田
八尾ＲＡＣ候補生：滝澤俊兵・北山弾也
八尾ＲＣ：吉田幹事・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＣ：小谷副会長・友田
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・有田伊織・川口哲生
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松山聖也・小林佑樹

東大阪ＲＡＣへ見学
東大阪ＲＡＣへ見学

大阪西南ＲＡＣへ見学
初顔合わせ

大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪梅田ＲＡＣ天満橋ＲＡＣ
　　 合同例会への参加
枚方ＲＡＣ大阪梅田ＲＡＣ
東大阪ＲＡＣの合同例会へ参加
大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪東ＲＡＣ例会へ参加
大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加
イルミネーション点灯式

シンポジウム

もちつき大会

ＲＡＣ忘年会

矢野監督の講演会
役員選別会

第一回模擬例会

第二回模擬例会

かるた大会
地区献血

大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加

東大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪南ＲＡＣ例会へ参加

大阪西南ＲＡＣ例会へ参加

Uコミュニティホテル
Uコミュニティホテル

大阪富国生命ビル
籠の屋

ハービスPLAZA６F

大阪キャッスルホテル３F

クレオ大阪東

阪急グランドビル26F

大阪産業創造会館
天王寺
本町公園

大阪国際会議場

ひのき苑

味園

商工会議所
八尾市ＢＢＳ

リノアス７F

リノアス７F

東大阪アリーナ
京橋駅前

天王寺

Uコミュニティホテル

大阪ガスビル食堂

南船場

扇町スタジオ

19:30～21:00
19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:30

19:30～21:00

19:30～21:00

18:00～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:00
16:30～18:00

16:00～17:30

10:00～14:30

19:30～21:00

13:00～13:30
19:30～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00

9:00～14:00
11:30～16:00

19:30～21:00

19:30～21:00

19:00～20:30

19:30～21:00

19:30～21:00

８月21日
10月２日

10月23日
10月25日

11月５日

11月６日

11月16日

11月19日

11月21日
11月26日
12月７日

12月14日

12月21日

12月27日

１月15日
１月16日

１月27日

２月３日

２月９日
２月16日

２月18日

２月19日

２月21日

２月25日

２月26日

資料１
開 催 日 時 　 間 開 催 場 所 活 動 名 称 参 加 者 （敬称略）会 長　笠　井　　実

本年度を振り返って

御　　礼

-１- -２- -３- -４- -５-

　本年度一年間は、会員の皆様並びに関係各位皆様に大変御世話になり有難うございまし
た。
　2019～2020年度の当クラブのテーマは、Ｔhe Pursuit True Service and Friendship

「真実の奉仕と親睦を探求する」でありました。私くしは、このテーマを全うすべく全力で
取り組んでまいりました。以下では、本年度の活動報告を具体的にご報告させて頂きま
す。
　クラブ管理運営委員会は小谷副会長を筆頭に大変ご活躍いただきました。この分野は、
クラブ奉仕部門ともいわれ、会員からお預かりした会費をもって、会員各位にサービスを
行う分野であります。この分野が十分に機能する事により、ロータリーライフがより楽し
く充実します。本年度は、小谷副会長のご指導により、各委員会が大変活発な活動を行い
すばらしいロータリーライフを構築していただきました。
　会員増強委員会では、中川廣次委員長のもと、小林副委員長、松井委員、児林委員、平尾
委員はもとより、多くさんのメンバーが増強活動に邁進して頂き、佐々木会員・松岡会員

（以上２名再入会）・倉内会員・鍋島会員・三木会員・森川会員・福村会員・谷口会員の
合計８名もの会員の入会を頂きました。これは2003年大槻美佐夫会長年度の８名以来の
16年ぶりの快挙であります。中川廣次委員長には、大変ご苦労をおかけしました。本当に
ありがとうございました。
　出席委員会は、大槻委員長にご尽力いただき、特に2020年１月15日には、阪神タイガー
スの矢野燿大監督をお招きした際には100％出席例会を開催して頂きました。本当に有難
うございました。
　親睦活動委員会では、山本勝彦委員長、澁谷副委員長はもとより、委員会メンバーにも大
変ご協力頂きありがとうございました。ロータリーの目的は親睦と職業奉仕にあります。
まさに親睦という重要な目的をもって、山本勝彦委員長は、この強い信念を伺わせる熱心
な活動を行って頂きました。2019年７月には久保惣美術館・スターゲイトホテル54階の
レストランスターゲイトを紹介頂きました。ホテルからの眺望は本当に素晴らしく、多く
さんのメンバーが、関西国際空港から飛行機の発着を目を輝かせながら見ておられたの
が、本当に印象的でした。また９月16日には滋賀県陶芸の森と料亭「魚松」でまったけと
近江牛の食べ放題にお連れいただきました。また12月11日には、コンラッドホテルにお
いて、昨年に続いて、大変豪華な忘年会を開催して頂きました。2020年５月に企画されて
おられた越中八尾の「曳きまわし」は新型コロナウイルスの流行の為、中止となったのが残
念です。以上のように山本勝彦委員長には、親睦の重要性を十分に理解され、各メンバー
の親睦の向上の為に大変努力されました。山本委員長大変お世話になりました。
　プログラム委員会におかれましては、長竹委員長が大変素晴らしい運営を行って頂きま
した。卓話は例会の華と言われます。質の高い卓話者が多くさん訪れる事によって、ロー
タリーの会合はより充実し、これが出席率の向上にも繋がります。本年度は行政からは、

松井大阪市長（日本維新の会党首）、大松八尾市長、藤原八尾消防長、佐藤警察署長の皆様
をお迎えして、各方面の新しい情報や政治の話や日本の未来の話など、大変有意義な時間
を過ごす事が出来ました。又、エンターテーメントからは、阪神タイガースの矢野燿大さ
んや、クラシックの調べチェロのアンサンブルでストリングストリオの皆様にお越し頂
き、豪華で格調高い時間を提供いただきました。又、地区からは四宮ガバナーの公式訪問
はもとより、溝畑正信氏、（ポリオ根絶）、泉博朗パストガバナー（ローターアクトの意義）
山﨑修一地区職業委員会委員長（職業奉仕根幹の根幹）、吉田会員（大阪中央ＲＣ）、ロータ
リー学友ディネスシュレスタさん（米山奨学制度と米山学友について）等にお越し頂き、
ロータリーの専門的な知識について卓話頂き大変有意義でありました。
　又、メンバーからは、佐々木会員より（ガン治療あれこれ）や寺坂会員・宇野会員にロー
タリーと企業経営についての卓話を頂きました。
　又、専門分野からは、エキスパートリンクの松田様より経費削減や、西村貴好様より（ほ
め達が人と組織を活性化）などの卓話を頂きました。他にも八尾ロータリークラブの各委
員長、メンバー様に大変素晴らしい卓話を多くさん頂戴頂き、有難うございました。
　「楽しく為になる」が私の例会に対するモットーです。この目的を達成すべく、長竹委員
長には、大変お世話になりました。本当に有難うございました。
　クラブ研修委員会におかれましては、野村委員長が、2019年９月11日にロータリー歴の
浅い会員を対象とした研修委員会および懇親会を開催して頂きました。又、2020年５月
に予定されていた、第２回研修事業は残念ながら中止となりました。一年間ご苦労様でし
た。
　クラブ広報委員会は、新宮委員長、吉本副委員長、福田委員、相馬委員、竹中委員の各位
が大変ご活躍頂きました。広報は、各方面に八尾ロータリークラブ知名度を上げて、新入
会員の増強につなげると共に、メンバーにも正しくて新しい情報を伝える為に大変重要な
委員会であります。活動としては、2019年９月18日に国道170号線のアクロスプラザの
対面に、八尾ロータリークラブの屋外看板を設置して、ロータリーの知名度の向上をめざ
しました。又、10月には笠井による動画の作成をし、内外にロータリーの活動をアピール
しました。
　又、My Rotaryは現在68名中45名の登録を頂き（66％）ロータリークラブセントラルへ
のＰＲ活動実施すると共に八尾ロータリークラブホームページ、ウエブサイトの改修も完
了しました。毎月１回（休止期間を除く）「ロータリーの友」紹介頂き、吉本会員には例会開
催の度に会報作成頂きました。また2020年１月28日にはＦＭちゃおにおいて収録し、八
尾ロータリークラブの紹介をして頂きました。当日は川田社会奉仕委員長、児林国際奉仕
委員長、と笠井が出演し本年度のロータリー活動について熱弁をふるい詳しく紹介しまし
た。この模様は2020年１月31日12時と19時と23時の３回の45分間ＦＭちゃおにおいて
放送されました。ロータリーのメンバー各位や地元の皆さん地区の皆様に向けて幅広く
広報活動を行って頂き本当にありがとうございました。
　越中八尾ロータリークラブ担当委員会におかれましては、新型コロナウイルスの流行の

為に、２月５日の公式訪問一回のみとなりました。澁谷委員長、濵岡副委員長、児林委員、
宮川委員ご苦労様でした。
　ＳＡＡ委員会は稲田委員長のもと、佐野会員、中川（將）会員、大槻会員、北野会員、友田
会員、曽家会員、鼓呂雲会員、平尾会員が副委員長を務めて頂き目覚ましい活躍をして頂き
ました。食事の質の向上や、ナイト例会の開催等大変ご尽力いただきました。特に素晴ら
しかったのが、ニコニコの集金額の多さであります。ここ４年間のニコニコ額の推移をみ
ると　　　　　　　　　　　　　　　　

以上で分かる様に本当に熱心な勧誘によって大変多く獲得して頂きました。言うまでも
有りませんが、管理部門の原資は会員の支払う会費で、まかなわれますが、奉仕部門の原資
はニコニコの集金収入でまかなわれます。本年のＳＡＡ委員会の皆様は、この事をよく理
解され、会員各位に何度も何度も繰り返し、ニコニコへの協力を訴え理解を得た結果が出
ていると思います。ＳＡＡ委員会の皆様、ご苦労様でした。本当に有難うございました。
　職業奉仕委員会におかれましては、職業奉仕の理念を正しく理解する為に、地区職業奉
仕委員長山﨑修一様や井川会員に卓話を頂きました。又、メンバーの職業スキルを向上さ
せるために１月22日帝国チャックの寺坂会員、アーテックの宇野会員に例会時に卓話して
頂いた後に、企業見学を行いました。八尾ロータリークラブでも特に素晴らしく経営を
行っておられる両企業を訪れ、メンバーの皆様共々大変勉強させて頂きました。又、２月
12日にはエキスパートリンクの松田様に「経費削減」に関する卓話を、６月24日には、北野
秀樹様にコロナウイルス関連融資に関する卓話を頂きました。今年は職業奉仕において
も充実した企画をして頂きました。西村会員本当にご苦労様でした。有難うございまし
た。
　社会奉仕委員会では、川田委員長、柏木副委員長、中島委員、高井委員、奧谷委員、佐々木
委員、川村委員のメンバーにご活動頂きました。今年はロータリーメンバーだけではな
く、八尾ＲＡＣ予定者や東大阪ＲＡＣのメンバーや金光八尾のインターアクトメンバー
や、不登校対策支援事業「輝」のメンバーも巻き込んで、様々な事業を展開して頂きました。
　本町２丁目のイルミネーションの点灯式や高齢施設での餅つき大会等を多くさんの
方々の参加でもって、盛大に行って頂きました。又、３月～５月の例会休会中にも、八尾
ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業を行って頂き、地区の四宮ガバナーから
もお褒めの言葉を頂きました。又、地区の「友愛」の事業にも参画し、八尾市立病院に使い
捨てマスク3,000枚布マスク200枚を寄贈して頂きました。有難うございました。

　国際奉仕委員会におかれましては、児林委員長、濵岡委員を中心に熱心に国際事業に取
り組んで頂きました。世界の最貧国の１つであるネパールにおいて、「命の水　教育の場
を求めて！！」の事業を行って頂きました。これは、山脈からパイプラインを敷き生活用
水を確保し、識字率の向上のための教育の場を提供する活動で素晴らしく成果を上げて頂
きました。又、年末には、メンバーの家族も多数巻き込んで、ネパールに於いて、医療キャ
ンプに参加し、角膜手術の支援事業に参加して頂きました。本当にご苦労様でした。又こ
れらの事業において八尾ロータリークラブからの資金拠出にも限界が有ることから、児林
委員長、濵岡会員、小谷副会長や、吉田幹事からも資金の提供を受けました。本当に有難う
ございました。ご苦労様でした。
　ロータリー財団委員会におかれましては、北野委員長が中心となり活動して頂き、卓話
を通じて、ロータリー財団への理解を深めると共に年次基金として一人当たり150$の寄
付金達成に、成功されました。本当にご苦労様でした。有難うございました。
　青少年奉仕委員会におかれましては、田中委員長、宮川副委員長、西委員、藤田委員、山
本（隆）委員、友田委員のメンバーで活動を行って頂きました。委員会は毎月行われ、活動
としても　①金光八尾高校インターアクトクラブ活動参加支援活動　②自然の中での活
動　③リーダー研　④地区青少年事業の参加　⑤こども食堂の支援　⑥不登校生対策

「輝」事業の設立協力運営協力　⑦八尾ローターアクトクラブの設立　⑧ＲＹＬＡ受講へ
の参加。２名動員などのすべての項目で目標達成されました。中でも八尾の不登校生支
援活動においては、八尾ロータリークラブでは設立費用の40％以上に当たる136万円もの
資金を地区からの協力も得て拠出しました。又、2020年６月22日には、八尾ロータリーク
ラブの有志７名が政府からコロナ対策で得た10万円を出して70万円の浄財を「輝」に寄付
しました。これは５月の理事会で、児林国際奉仕委員長が、国から得たお金で何か良い事
をしようという提案があり、八尾ロータリークラブが中心となって設立した「輝」が新型コ
ロナウイルスの影響も有り、企業からの寄付金が細っているのと50名の生徒を集めるの
が、コロナウイルスによって遅れている為、運営費用が当初予算よりも大きく不足してい
て運営に窮しているという事なので、資金を供給することにしました。具体的には佐野会
員、濵岡会員、井川会員、小林会員、田中委員長、児林会員、笠井の７名で70万円を寄付し
ました。
　又、ローターアクトクラブ設立にも大変ご尽力頂き、気の遠くなる様な準備に次ぐ準備

（別紙 資料１）を重ねて、2020年２月５日に国際ロータリークラブより正式に認証され、
正式に発足されました。その後、他のローターアクトクラブ見学と八尾ローターアクトク
ラブの模擬例会を重ねる予定でしたが、新型コロナウイルスの流行により、活動が停止さ
れ、四宮ガバナーを迎えても認証状授与式も無期延期となりました。次年度以降の八尾
ローターアクトクラブの理事役員も固まっており、既に次年度に向けての歩みを始めてお
ります。６月29日には、八尾ローターアクトクラブの本年度最終例会を迎えます。今後の
ローターアクトクラブの活動にも田中会員及び田中祐子元東大阪ＲＡＣ生様にご活躍頂
けます様よろしくお願い致します。田中委員長本年度は本当にご苦労様でした。有難う
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ございました。
　米山奨学委員会は、松井委員長、山陰副委員長、山本（義）委員」によって活動して頂きま
した。米山奨学制度に対しての意識調査を行い、地区の委員会にも問題提起行い、地区の
米山委員会にも八尾ロータリークラブに来て卓話をいただく予定でしたが、新型コロナウ
イルスの影響で、中止となり大変残念です。又、新型コロナウイルスで、例会休会中にも米
山の勉強会を、大阪中央ロータリークラブの吉田会員と米山奨学学友会のディネスシュレ
スタさんを招き行いました。大変有意義な勉強会となり、特に吉田様の「米山奨学生を見
るな米山学友を見ろ」と言う言葉は今も心の中に残っています。松井委員長本当にご苦労
様でした。有難うございました。
　インターアクト委員会は曽家委員長、児林副委員長、大槻委員、竹原委員で活動して頂き
ました。当クラブのインターアクトクラブは30年もの歴史が有り、年を重ねるごとに活発
に活動されております。金光八尾のインターアクトクラブは、人数においても活動の質に
おいても、2660地区内で、最大のクラブとしての地位を確立しておられます。曽家委員長
も大変熱心に活動され、金光八尾中高学校へバザーの商品をメンバーから募り寄付され、
そこでの売上をロータリーのポリオ根絶の為の基金に寄付される等、素晴らしい活動をし
て頂きました。又、本年度は多くの金光八尾インターアクトクラブのメンバーや顧問の先
生方が八尾ロータリークラブの夜間例会やもちつき大会等にも積極的に参加して頂きま
した。有難うございました。　
　ローターアクト委員会は、児林会員を委員長にして総勢20名ものメンバーで活動して頂
きました。ローターアクトクラブの設立は、八尾ロータリークラブとしては、30年前にイ
ンターアクトクラブを設立して以来の一大事業でありました。初代委員長の児林会員に
大変ご苦労をおかけしました。
　おかげ様を持ちまして、2020年２月５日には、国際ロータリーにおいて八尾ローターア
クトクラブを正式に認証を受けました。現在約30名もの八尾ローターアクトクラブ生が
在籍しておりますが、新型コロナウイルスの影響で活動中止もあり、次年度にむけての準
備をしておられます。今後八尾ロータリークラブ・八尾ローターアクトクラブ・八尾イ
ンターアクトクラブの３クラブは共に益々発展する事を願ってやみません。児林ロー
ターアクトク委員長、本年は本当にご苦労様でした。有難うございました。

　以上で各委員会活動のご報告並びに各委員長、委員各位に対する御礼とさせて頂きま
す。
　次に八尾ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業をご紹介します。

八尾ロータリークラブ新型コロナウイルス対策事業について
　2020年４月10日金曜日17時１分に、2660地区より当クラブに１通のメールが送信され
ました。それは、2660地区がコロナウイルス対策として、１クラブ50万円を上限として、
400万円の補助金を受付ける旨のメールでありました。送信時間が金曜日の17時１分で

あり、ほとんどのクラブの事務局は17時に終了しているので、このメールをクラブ関係者
が目にするのは13日の午前中になります。私も13日にこの補助金を使い、コロナウイル
スの為にやり残した事業を何とかしてやり遂げたいと思い奔走しました。
　先ずやり残した事と言えば、里親会に対する事業でありました。当初東大阪里親会の里
子、その兄弟、里親を連れて八尾ローターアクトクラブ会員にも手伝ってもらって、白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を予定していたが、３月よりクラブの全ての行事が中
止され、この事業も例外ではありませんでした。そこで里親会の方々にコロナ対策をしよ
うと考えました。方法としては、学校休校中に使用出来る教育資材や消毒液、マスク等の
配布が候補に挙がりましたが、教育資材を配布はまんべんなく効率よく配布するのは難し
いという観点から外され、消毒液で進み始めました。
　相馬会員、川田会員と相談しながら先ず幹事・副会長の了承を取り付け、理事役員も一
人一人電話で了解してもらい、安堵していたのも束の間、４月14日の11時頃、消毒液が厚
生労働省の基準を満たしている確証が取れないとの指摘を受け、急遽消毒液をマスクに変
更する判断を下しました。宇野会員に連絡を取り、外出先より会社に電話をして頂きマス
クの見積書をもらい、飯田エレクトに連絡して今日中にサインが必要なので夕方まで会社
に待機する様お願いをしました。相馬会員が、15時から補助金申請書の作成作業に入れる
と伺い、15時前より相馬会員の会社近くで待機していたところ、携帯電話で連絡を受け、
申請書を頂きに上がりました。その場で本年度会長のサインを書き、その足で飯田会長エ
レクトの会社の近くまで赴きエレクトのサインを頂き申請書をその足で相馬会員の会社
へ届けて地区への送信を依頼しました。その後、相馬会員の最終チェックを経て14日の
18時１分に地区への申請を完了しました。
　13日午前中に見た補助金を14日の夕方には完成させましたが、400万円の補助金は80
クラブ中８件分しかなく、かなり過酷な争奪戦だったようです。当クラブの申請は、皆様
のお陰を持ちましてギリギリで滑り込む事が出来ました。
　４月27日16時に里親会を川田社会奉仕委員長、川村会員、児林会員と笠井が訪れ、直接
マスクを手渡しました。アドベンチャ－ワ－ルドの事業が中止になり、沢山の子供達に泣
かれたとの話を伺い断腸の思いでしたが、いつの日か八尾ロータリークラブとして白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を行いたい旨を告げて贈呈式を終了して、４月28日に
は当クラブが最大のスポンサーとして立ち上げた不登校生の教育機関である輝と、子供食
堂の子供達の為のマスクの贈呈式を行いました。輝と子供食堂の代表である浦上氏は、

「貴重なマスクを頂き本当にありがとうございます。」と喜んで頂きました。
　当日は田中青少年委員長、小谷副会長、吉田幹事、吉本会員、笠井の５名で贈呈式に参加
しました。この模様は、４月30日の読売新聞にも掲載されました。
　この地区の補助金とは別に同時進行で八尾市役所への飛沫感染予防板の贈呈事業を進
めていました。2020年４月15日に所用で八尾市役所を訪問した際に当時の市役所にコロ
ナウイルスの飛沫感染対策が何も無かった事に愕然として、直ちに市役所に防止板を寄贈
しようと思いました。そこですぐに八尾ロータリークラブの松井会員に連絡を取り、八尾

市に防止板を寄贈したいとの旨を、市長に伝えて頂ける様にお願いをしました。松井会員
は早速市長に連絡を取って頂き、４月16日朝に市長を訪れる約束を取って頂きました。
　そして４月16日朝一番に大松市長と面会し、「喜んで頂戴します。」との回答を頂きまし
た。当初は市役所の１階部分に設置する予定でしたが、市の職員の方が市役所の全館と、
出張所と、図書館の分もと言われたので、初めの予算を大幅に上回りましたが、どうせなら
喜んでもらえる方がよいと思い引き受ける事にしました。
　この防止板は、当社のＰＥＴボトル100％リサイクル高透明板を使用し、大阪府から出
たＰＥＴボトル原料を使用している為に「大阪もん」の認定を受けており、国のエコマーク
の認定も受けています。又、大松市長との約束で市役所で不要になった際には全てを引
取、当社で再利用することになっています。
　原板の製造は笠井産業株式会社が行い、原板をカットするのは、八尾ロータリークラブ
の会員である鍋島さんの会社である伊豆田株式会社で行い、書類の受け渡しの際の開口部
の抜き加工を株式会社八尾パッキングが行い、防止板を立てる為に使う折り曲げ加工を広
志工房が行いました。この防止板は八尾の業者で完成されています。
　当初はプレートの加工賃は全て笠井産業株式会社が支払う覚悟をしていましたが、加工
業者の３社が３社共、八尾市と八尾市民の為に役立てるなら無償で協力したいとの申し入
れがあり、大変嬉しく思いました。
　これはまさに、ロータリークラブで学んだ職業奉仕事業が実践出来たと言えます。職業
奉仕の定義は、「高い倫理観、道徳性、高潔性を持ち、相手の立場に立って思いやりを持って
天職である職業に励み、これを業界にも広げて行く」とあります。いつも一緒に仕事をし
ている方々にも職業奉仕の理念を理解されている事が本当に嬉しかったです。これで松
井会員と鍋島会員と笠井とあと業会の方も巻き込んだ八尾ロータリークラブの事業が１
つ完成しました。
　そしていよいよ４月24日の贈呈式の日がやって来ました。当日は松井会員、吉本会員、
鍋島会員、加工業者の広志工房の前原氏、株式会社八尾パッキングの水舎氏、笠井産業株式
会社の社員２名、笠井、私の嫁と長兄を連れ市役所の１階で贈呈式に臨みました。市役所
全フロアーに防仕板が並んでいるのを見て、これで市役所を訪れる市民と市職員の安全に
少しでも役立てると思うと本当に嬉しかったです。尚、この模様は４月25日産経新聞を始
め、４月25日毎日新聞、４月28日の読売新聞等にも掲載されました。
　この他にも、八尾ロータリークラブの親睦と職業奉仕が結実した事業が有ります。それ
は宇野会員の株式会社アーテックが輸入したマスクを、松っちゃん給食の小林会員が学校
給食の休業により過剰になった人員約100名を派遣し、検品作業を補助し、八尾市が検品
場所として、市の体育館を無償で貸与する一方、八尾市の名前の入ったマスク購入権を、株
式会社アーテックのコスト負担（約400万円）で日本郵政のポスティングシステムを利用
して、八尾市全戸（約13万世帯）に配布させる。 
　そのマスクの引き渡し場所を、シグマ薬局の奥谷会員の８店舗と松ちゃん給食の２つの
事業所が担うというものです。価格は50枚入り１箱2,690円で１世帯２箱まで買う事が出

来ます。
　「ロータリーの親睦は出席から」と言われますが、20年近い歳月が３社に大きな親睦関
係を築き、今回の事業に繋がりました。これは本当にわがクラブにとって喜ばしい出来事
であります。又、今回事業を行う事によって、小林会員、宇野会員、奥谷会員の3会員の親
睦がより深まる事を祈って止みません。尚この模様は５月３日の毎日新聞に掲載されま
した。尚、宇野会員は、この他にも八尾市の教員の方々に１人当たり10枚ずつ、計1,300枚
のマスクを無償で提供されました。これも含めて、八尾ロータリークラブの活動にする様
申し出て頂きました。
　その他にも八尾ロータリークラブの宇野会員と佐野会員が、八尾市立病院でマスクが不
足しているということを知り、10,000枚のマスクを八尾ロータリークラブの事業として寄
贈されました。佐野会員は何十年間も親子２代に渡り、海外で毎年学校や図書館を寄贈さ
せており、今回の寄贈はご本人にすれば額も少なく、恥ずかしいので匿名にして欲しいと
の事でしたが、同クラブ内の事なので、公表させて頂きます。ありがとうございました。
　その後、地区からの新型コロナウイルス対策事業として「友愛」の事業が提案され、八尾
ロータリークラブもこれに参加し、地区に頂いた使い捨てマスク2,000枚と布マスク200
枚と八尾ロータリークラブより1,000枚の使い捨てマスクを寄贈しました。
　又、その他にも八尾ローターアクトクラブ会員の北山会員も、八尾市に2,000枚のマス
クを寄贈されました。出来たばかりの八尾ローターアクトクラブ会員の間にも奉仕の心
がどんどん育ちつつある事を聞くに至り、大変嬉しく心強く思います
　この様に、地区から提案された補助金をきっかけに、今まで述べてきた様に八尾ロータ
リークラブの新型コロナウイルス感染対策事業は大きく花開きました。ロータリークラ
ブの活動は、池に１つの石を投げた時に、波紋がどんどん広がっていく様なものだと教わ
りました。
　新型コロナウイルスの影響で、メンバーも集められないし例会も出来ず、活動資金であ
るニコニコ箱の集金さえ出来ない現状でありますが、私達八尾ロータリークラブには長年
多くのメンバーが、親睦で培った信頼関係や職場奉仕で学んだ相手を思いやる心や、奉仕
の心が有ります。この八尾ロータリークラブの心を持って、メンバー全員が新型コロナウ
イルスとの戦いに必ずや打ち勝つ事を確信しております。
　最後に四宮ガバナー初め、福家財団委員長からタイムリーな補助金を頂いたお陰で、私
の年度として素晴らしい事業総仕上げができました。本当にありがとうございました。
　また、本年度の最終事業として、国より国民１人当り10万円支給された補助金で何かよ
い事をしようと言う児林会員の提案を受けて、八尾ロータリークラブが主宰して設立され
た不登校児童対策機関である輝が、新型コロナウイルスの影響で資金が不足しているとい
う事を聞きつけ、メンバー有志で寄付する事になりました。佐野・井川・小林・田中・濵岡・
児林・曽家・竹中・笠井の９名で、90万円の資金を寄付しました。
　次に数字で見た八尾ロータリークラブの奉仕部門のご報告をさせて頂きます。

他に地区よりマスク2,000枚　　　　　　　　 奉仕部門個人負担分
布マスク200枚　　　　　　　 　　　佐野会員、宇野会員マスク　 52万円
次年度以降地区補助金獲得額　　40万円　　　地区より獲得したマスク　　15万円

（八尾市立病院分）
　　　　　　　　　　　　 7,270,205円　　　鍋島会員、笠井他、八尾市役所及び
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　国際交流センターへ飛沫防止パネル　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 158万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野会員、八尾市民への通信費　400万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野、濵岡、井川、小林、田中、児林、曽家、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中、笠井　　　　　　　輝 90万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　合　計　　　　14,420,250円

　つまり、本年度皆様からお預かりしたニコニコの寄付金5,220,000円は、地区より獲得
した補助金および会員有志の貴重な浄財とあわせて14,420,250円の奉仕額（ニコニコの
約2.7倍）として、地元地区の奉仕を受ける事を必要としている受益者や行政、市機関等に
奉仕させて頂きました。有難うございました。

　最後に受賞に見る本年度の検証をさせて頂きます。
　別紙 資料２は、ロータリー会長賞の受賞に関する説明書であります。ご覧になれば分
かります様に、当年度は「新しいクラブをつくる」という一項目を除いて、全項目達成とな
りました。
　もともと上段の９項目より５項目目９項目目より５項目の達成を要求されておりまし
たが、新型コロナウイルスの影響を考慮して、３項目ずつの達成で良い事に変更になりま
したが、当クラブはほぼ全項目で達成となりました。又、右欄の４項目の内３項目に上の
達成となるので、通常の会長賞にあわせてロータリー会長賞プラチナ賞の獲得を予定して
おります。これも一重に八尾ロータリークラブの会員の皆様の質の高さと努力のたまも
のと思います。本年度は皆様のお陰を持ちまして良い年度とする事が出来ました。本当
に有難うございました。

　2019～2020年度八尾ロータリークラブの幹事という大役を仰せつかり、緊張の連続で
した。理事役員及び会員皆様のご協力とご理解で、１年間無事年度を終わることができま
した。心より感謝を申し上げます。今後も八尾ロータリークラブの為に私ができること
は、精一杯頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

56期　山本昌市年度
57期　菅野茂人年度
58期　山本勝彦年度
59期　笠井　実年度

47
46
48
34

例会数 会員数集金額 １回当り集金額 １回１人当り金額

54
58
60
68

1,383
1,355
1,439
2,257

3,510,160
3,615,000
4,138,000
5,220,000

74,684
78,587
86,208

153,529

ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロータリー戦略計画の優先事項を
支えるために、以下に挙げられた活動項目を達成したクラブを称えることを
目的としています。クラブは、これらの項目を達成するために丸1年間をかけ
て取り組みます。

クラブがMy ROTARYでクラブ・会員の情報を更新している限り、多くの項
目の達成状況は、国際ロータリーで自動的に確認することができます。い
くつかは、ロータリークラブ・セントラルなどのオンラインツールを使って、
クラブが達成状況を入力する必要があります。ロータリー賞の受賞資格を
満たすには、年度開始時から終了時までクラブが正規にRIに加盟してい
ることが条件となります。2019年7月1日時点の会員数と比較して算出さ
れ、2020年7月1日時点の会員数が確定する2020年8月15日以降に表彰
されます。

人びとをつなぐ
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ会員増強委員会を設置し、その委員
長を国際ロータリーに報告する。

  会員1名の純増を達成する。

  既存会員と新会員の維持率を維持または改善する：

  クラブの会員維持率を1ポイント上げる。 または

  2018-19年度のクラブの会員維持率が90％以上である場合、これを
維持する。

  女性会員または40歳以下の会員1名の純増を達成する。

  会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社会にあるビジ
ネスと専門職の実情に沿った会員基盤を築くために活動する。

 新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会共同隊のスポンサーま
たは共同スポンサーとなる。 

  インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱または共同提唱
する。 

  ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーでネットワークを広げ
る機会を紹介する。 

  青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。 

行動する
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ財団委員会を設置し、その委員長を
国際ロータリーに報告する。 

  奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。 

  年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少なくとも100米ドルとな
る。 

  ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした行事を
開く。 

  ロータリーの6つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉仕プロ
ジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。 

  クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティア活動に
費やした時間、募金額など）をRotary.orgに投稿する。

  企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを継続または確立し、
プロジェクトで協力する。 

  ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変える行動人」キ
ャンペーン用広告・資料、その他の関連資料を活用する。 

  クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメディアと話す機会
を手配する。 

2019-20年度　 
ロータリークラブ対象のロータリー賞 

2019-20年度　 
ロータリー会長特別賞 

ロータリークラブ対象 
ロータリー賞を達成し、さらに以下から1項目を達成した場合「シルバー賞」、 
2項目達成で「ゴールド賞」、3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

  リーダーをつなぐ：会員5名以上の純増を達成する。 

  家族をつなぐ：会員の家族、青少年プログラム参加者や地域社会のその
ほかの人たちが参加できる家族志向の奉仕プロジェクトを実施する。

  職業や専門知識をつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシッ
プ、自己研鑽、専門能力開発プログラムなどを開始または継続する。

  地域社会をつなぐ：少なくとも月に4回、ソーシャルメディアでクラブとそ
の奉仕活動の情報を発信し、クラブ会員がいかに「世界を変える行動
人」であるかを示す。 

なお、今年度は、ロータリー賞の必須項目を達成し、さらに追加項目から 
1～3項目を達成したロータリークラブに、ロータリー会長特別賞が贈られます。

資料２

× ←  この項目以外すべて達成×

2019年度 奉仕事業収支
収　　　入

支　　　出

金　　額摘　　　要

総　　合　　計

金　　額摘　　　要奉仕委員会

ニコニコ
地区補助金（輝）
地区補助金（ロータリーデー）
地区補助金（コロナ）
ＲＡＣ地区補助金
利　　息

5,220,000
530,172
270,000
500,000
200,000

33
6,720,205

83,198
83,198
10,648
10,660

274,841
499,389
502,480
50,880

1,348,898
1,130,000

109,072
1,239,072

354,701
1,360,864

61,540
20,660

276,864
11,410
20,000
69,880
30,000
33,000
20,000

100,000
100,000

2,458,919
6,160

94,035
409,698

9,000
518,893

1,071,225
6,720,205

会社訪問（飲み物・バス代・お土産）
　　　　　　　　　　合　計　①
八尾市文化芸術芸能協賛・振込手数料
八尾市市民憲章推進協議会会費・振込手数料
餅つきプロジェクト
ロータリーデー
コロナ事業
友愛・振込手数料
　　　　　　　　　　合　計　②
ネパール事業
台北東ＲＣ祝い金・お土産
　　　　　　　　　　合　計　③
自然の中で協賛・飲み物・振込手数料
輝（不登校対策）
ＲＹＬＡ登録・振込手数料
東大阪ＲＣラグビー事業協賛
インターアクト海外研修・振込手数料
インターアクト例会会食費
金光八尾高校文化祭祝金
インターアクト年次大会登録・振込手数料
忘年家族会（金光八尾高校２名）
餅つきインターアクトバス代
金光八尾高校卒業祝い
インターアクト活動費
子ども食堂
　　　　　　　　　　合　計　④
ローアクトクラブ認定料・振込手数料
会議費
旗・テーブル・椅子・鐘・ホワイトボード振込手数料
１/15 会食費３名分
　　　　　　　　　　合　計　⑥
今年度発生した繰越金　⑦
総合計　①+②+③+④+⑤+⑥+⑦

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

青少年奉仕委員会

ＲＡＣ委員会

} 約15万円

八尾ローターアクトクラブ候補生活動報告書

八尾ＲＣ：児林委員長・曽家・田中
八尾ＲＣ：小谷副会長・吉田幹事・濱岡・稲田・川田・柏木
　宮川・大槻・山本・相馬・田中
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・井川・濱岡・藤田・友田・田中
地区ローターアクト委員長：菅本泰年
地区副幹事 柳澤大輔
吹田ＲＣ：井川亜里紗　　東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・田中祐子
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・佐野
　井川・稲田・田中・相馬・山本・曽家・友田
八尾ＲＡＣ候補生：
　児林成輝・児林皇輝・加藤千尋・樽井大樹・富永達也・芝田和樹・
　小林佑希・栗山休恭章・大井将嗣・東中愛果・松本祐希・金村哲寛・
　田中聡一郎・滝澤俊兵・赤池保人・斉藤智文
八尾ＲＣ：藤田
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章

八尾ＲＣ：児林委員長・田中・曽家
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・大井将嗣
八尾ＲＣ：笠井会長・濱岡・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・松山聖矢・松田真優佳
八尾ＲＡＣ候補生：有田伊織
八尾ＲＡＣ候補生：赤池保人・倉角和哉
東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・倉角和哉・丸田優輝樹
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・富永達也・芝田和樹・
　山岡美那・児林成樹・上農梨花
東大阪ＲＡＣ：
　松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子・桑田杏奈
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・松山聖矢・
　有田伊織・大井将嗣・北山弾也・児林皇輝・丸田優樹・東中愛果・
　倉角和哉・川口哲生・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：小谷副会長・曽家・田中・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・
　小林佑樹・倉角和哉・金谷光泰
八尾ＲＡＣ候補生：小林佑樹・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡
　藤田・友田・曽家・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・小林佑樹・倉角和哉・
　金谷光泰・加藤千尋・栗山恭章・有田伊織・北山弾也
天王寺ＲＣ：西浦
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・児林委員長・濱岡・稲田・新宮
　宮川・大槻・藤田・友田・曽家・相馬・山本・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・松山聖矢・有田伊織・大井将嗣・金谷光泰・赤池保人・
　滝澤俊兵・倉角和哉・芝田和樹・富永達也・中村和希・丸田優樹・
　中熊麻衣・北山弾也・児林成輝・志綾香・志樹理梨亜
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡・
　稲田・新宮・宮川・大槻・藤田・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・倉角和哉・
　丸田優輝樹・有田伊織・金谷光泰・北山弾也・中村和希・丸田優樹
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・有田伊織
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・有田伊織・松本祐希・栗山恭章・小林祐希
八尾ＲＣ：曽家
八尾ＲＡＣ候補生：
　倉角和哉・中村和希・大井将嗣・丸田優樹・栗山恭章
八尾ＲＣ：川田・新宮・藤田
八尾ＲＡＣ候補生：滝澤俊兵・北山弾也
八尾ＲＣ：吉田幹事・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＣ：小谷副会長・友田
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・有田伊織・川口哲生
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松山聖也・小林佑樹

東大阪ＲＡＣへ見学
東大阪ＲＡＣへ見学

大阪西南ＲＡＣへ見学
初顔合わせ

大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪梅田ＲＡＣ天満橋ＲＡＣ
　　 合同例会への参加
枚方ＲＡＣ大阪梅田ＲＡＣ
東大阪ＲＡＣの合同例会へ参加
大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪東ＲＡＣ例会へ参加
大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加
イルミネーション点灯式

シンポジウム

もちつき大会

ＲＡＣ忘年会

矢野監督の講演会
役員選別会

第一回模擬例会

第二回模擬例会

かるた大会
地区献血

大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加

東大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪南ＲＡＣ例会へ参加

大阪西南ＲＡＣ例会へ参加

Uコミュニティホテル
Uコミュニティホテル

大阪富国生命ビル
籠の屋

ハービスPLAZA６F

大阪キャッスルホテル３F

クレオ大阪東

阪急グランドビル26F

大阪産業創造会館
天王寺
本町公園

大阪国際会議場

ひのき苑

味園

商工会議所
八尾市ＢＢＳ

リノアス７F

リノアス７F

東大阪アリーナ
京橋駅前

天王寺

Uコミュニティホテル

大阪ガスビル食堂

南船場

扇町スタジオ

19:30～21:00
19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:30

19:30～21:00

19:30～21:00

18:00～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:00
16:30～18:00

16:00～17:30

10:00～14:30

19:30～21:00

13:00～13:30
19:30～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00

9:00～14:00
11:30～16:00

19:30～21:00

19:30～21:00

19:00～20:30

19:30～21:00

19:30～21:00

８月21日
10月２日

10月23日
10月25日

11月５日

11月６日

11月16日

11月19日

11月21日
11月26日
12月７日

12月14日

12月21日

12月27日

１月15日
１月16日

１月27日

２月３日

２月９日
２月16日

２月18日

２月19日

２月21日

２月25日

２月26日

資料１
開 催 日 時 　 間 開 催 場 所 活 動 名 称 参 加 者 （敬称略）



会 長　笠　井　　実

本年度を振り返って

御　　礼

-１- -２- -３- -４- -５-

　本年度一年間は、会員の皆様並びに関係各位皆様に大変御世話になり有難うございまし
た。
　2019～2020年度の当クラブのテーマは、Ｔhe Pursuit True Service and Friendship

「真実の奉仕と親睦を探求する」でありました。私くしは、このテーマを全うすべく全力で
取り組んでまいりました。以下では、本年度の活動報告を具体的にご報告させて頂きま
す。
　クラブ管理運営委員会は小谷副会長を筆頭に大変ご活躍いただきました。この分野は、
クラブ奉仕部門ともいわれ、会員からお預かりした会費をもって、会員各位にサービスを
行う分野であります。この分野が十分に機能する事により、ロータリーライフがより楽し
く充実します。本年度は、小谷副会長のご指導により、各委員会が大変活発な活動を行い
すばらしいロータリーライフを構築していただきました。
　会員増強委員会では、中川廣次委員長のもと、小林副委員長、松井委員、児林委員、平尾
委員はもとより、多くさんのメンバーが増強活動に邁進して頂き、佐々木会員・松岡会員

（以上２名再入会）・倉内会員・鍋島会員・三木会員・森川会員・福村会員・谷口会員の
合計８名もの会員の入会を頂きました。これは2003年大槻美佐夫会長年度の８名以来の
16年ぶりの快挙であります。中川廣次委員長には、大変ご苦労をおかけしました。本当に
ありがとうございました。
　出席委員会は、大槻委員長にご尽力いただき、特に2020年１月15日には、阪神タイガー
スの矢野燿大監督をお招きした際には100％出席例会を開催して頂きました。本当に有難
うございました。
　親睦活動委員会では、山本勝彦委員長、澁谷副委員長はもとより、委員会メンバーにも大
変ご協力頂きありがとうございました。ロータリーの目的は親睦と職業奉仕にあります。
まさに親睦という重要な目的をもって、山本勝彦委員長は、この強い信念を伺わせる熱心
な活動を行って頂きました。2019年７月には久保惣美術館・スターゲイトホテル54階の
レストランスターゲイトを紹介頂きました。ホテルからの眺望は本当に素晴らしく、多く
さんのメンバーが、関西国際空港から飛行機の発着を目を輝かせながら見ておられたの
が、本当に印象的でした。また９月16日には滋賀県陶芸の森と料亭「魚松」でまったけと
近江牛の食べ放題にお連れいただきました。また12月11日には、コンラッドホテルにお
いて、昨年に続いて、大変豪華な忘年会を開催して頂きました。2020年５月に企画されて
おられた越中八尾の「曳きまわし」は新型コロナウイルスの流行の為、中止となったのが残
念です。以上のように山本勝彦委員長には、親睦の重要性を十分に理解され、各メンバー
の親睦の向上の為に大変努力されました。山本委員長大変お世話になりました。
　プログラム委員会におかれましては、長竹委員長が大変素晴らしい運営を行って頂きま
した。卓話は例会の華と言われます。質の高い卓話者が多くさん訪れる事によって、ロー
タリーの会合はより充実し、これが出席率の向上にも繋がります。本年度は行政からは、

松井大阪市長（日本維新の会党首）、大松八尾市長、藤原八尾消防長、佐藤警察署長の皆様
をお迎えして、各方面の新しい情報や政治の話や日本の未来の話など、大変有意義な時間
を過ごす事が出来ました。又、エンターテーメントからは、阪神タイガースの矢野燿大さ
んや、クラシックの調べチェロのアンサンブルでストリングストリオの皆様にお越し頂
き、豪華で格調高い時間を提供いただきました。又、地区からは四宮ガバナーの公式訪問
はもとより、溝畑正信氏、（ポリオ根絶）、泉博朗パストガバナー（ローターアクトの意義）
山﨑修一地区職業委員会委員長（職業奉仕根幹の根幹）、吉田会員（大阪中央ＲＣ）、ロータ
リー学友ディネスシュレスタさん（米山奨学制度と米山学友について）等にお越し頂き、
ロータリーの専門的な知識について卓話頂き大変有意義でありました。
　又、メンバーからは、佐々木会員より（ガン治療あれこれ）や寺坂会員・宇野会員にロー
タリーと企業経営についての卓話を頂きました。
　又、専門分野からは、エキスパートリンクの松田様より経費削減や、西村貴好様より（ほ
め達が人と組織を活性化）などの卓話を頂きました。他にも八尾ロータリークラブの各委
員長、メンバー様に大変素晴らしい卓話を多くさん頂戴頂き、有難うございました。
　「楽しく為になる」が私の例会に対するモットーです。この目的を達成すべく、長竹委員
長には、大変お世話になりました。本当に有難うございました。
　クラブ研修委員会におかれましては、野村委員長が、2019年９月11日にロータリー歴の
浅い会員を対象とした研修委員会および懇親会を開催して頂きました。又、2020年５月
に予定されていた、第２回研修事業は残念ながら中止となりました。一年間ご苦労様でし
た。
　クラブ広報委員会は、新宮委員長、吉本副委員長、福田委員、相馬委員、竹中委員の各位
が大変ご活躍頂きました。広報は、各方面に八尾ロータリークラブ知名度を上げて、新入
会員の増強につなげると共に、メンバーにも正しくて新しい情報を伝える為に大変重要な
委員会であります。活動としては、2019年９月18日に国道170号線のアクロスプラザの
対面に、八尾ロータリークラブの屋外看板を設置して、ロータリーの知名度の向上をめざ
しました。又、10月には笠井による動画の作成をし、内外にロータリーの活動をアピール
しました。
　又、My Rotaryは現在68名中45名の登録を頂き（66％）ロータリークラブセントラルへ
のＰＲ活動実施すると共に八尾ロータリークラブホームページ、ウエブサイトの改修も完
了しました。毎月１回（休止期間を除く）「ロータリーの友」紹介頂き、吉本会員には例会開
催の度に会報作成頂きました。また2020年１月28日にはＦＭちゃおにおいて収録し、八
尾ロータリークラブの紹介をして頂きました。当日は川田社会奉仕委員長、児林国際奉仕
委員長、と笠井が出演し本年度のロータリー活動について熱弁をふるい詳しく紹介しまし
た。この模様は2020年１月31日12時と19時と23時の３回の45分間ＦＭちゃおにおいて
放送されました。ロータリーのメンバー各位や地元の皆さん地区の皆様に向けて幅広く
広報活動を行って頂き本当にありがとうございました。
　越中八尾ロータリークラブ担当委員会におかれましては、新型コロナウイルスの流行の

為に、２月５日の公式訪問一回のみとなりました。澁谷委員長、濵岡副委員長、児林委員、
宮川委員ご苦労様でした。
　ＳＡＡ委員会は稲田委員長のもと、佐野会員、中川（將）会員、大槻会員、北野会員、友田
会員、曽家会員、鼓呂雲会員、平尾会員が副委員長を務めて頂き目覚ましい活躍をして頂き
ました。食事の質の向上や、ナイト例会の開催等大変ご尽力いただきました。特に素晴ら
しかったのが、ニコニコの集金額の多さであります。ここ４年間のニコニコ額の推移をみ
ると　　　　　　　　　　　　　　　　

以上で分かる様に本当に熱心な勧誘によって大変多く獲得して頂きました。言うまでも
有りませんが、管理部門の原資は会員の支払う会費で、まかなわれますが、奉仕部門の原資
はニコニコの集金収入でまかなわれます。本年のＳＡＡ委員会の皆様は、この事をよく理
解され、会員各位に何度も何度も繰り返し、ニコニコへの協力を訴え理解を得た結果が出
ていると思います。ＳＡＡ委員会の皆様、ご苦労様でした。本当に有難うございました。
　職業奉仕委員会におかれましては、職業奉仕の理念を正しく理解する為に、地区職業奉
仕委員長山﨑修一様や井川会員に卓話を頂きました。又、メンバーの職業スキルを向上さ
せるために１月22日帝国チャックの寺坂会員、アーテックの宇野会員に例会時に卓話して
頂いた後に、企業見学を行いました。八尾ロータリークラブでも特に素晴らしく経営を
行っておられる両企業を訪れ、メンバーの皆様共々大変勉強させて頂きました。又、２月
12日にはエキスパートリンクの松田様に「経費削減」に関する卓話を、６月24日には、北野
秀樹様にコロナウイルス関連融資に関する卓話を頂きました。今年は職業奉仕において
も充実した企画をして頂きました。西村会員本当にご苦労様でした。有難うございまし
た。
　社会奉仕委員会では、川田委員長、柏木副委員長、中島委員、高井委員、奧谷委員、佐々木
委員、川村委員のメンバーにご活動頂きました。今年はロータリーメンバーだけではな
く、八尾ＲＡＣ予定者や東大阪ＲＡＣのメンバーや金光八尾のインターアクトメンバー
や、不登校対策支援事業「輝」のメンバーも巻き込んで、様々な事業を展開して頂きました。
　本町２丁目のイルミネーションの点灯式や高齢施設での餅つき大会等を多くさんの
方々の参加でもって、盛大に行って頂きました。又、３月～５月の例会休会中にも、八尾
ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業を行って頂き、地区の四宮ガバナーから
もお褒めの言葉を頂きました。又、地区の「友愛」の事業にも参画し、八尾市立病院に使い
捨てマスク3,000枚布マスク200枚を寄贈して頂きました。有難うございました。

　国際奉仕委員会におかれましては、児林委員長、濵岡委員を中心に熱心に国際事業に取
り組んで頂きました。世界の最貧国の１つであるネパールにおいて、「命の水　教育の場
を求めて！！」の事業を行って頂きました。これは、山脈からパイプラインを敷き生活用
水を確保し、識字率の向上のための教育の場を提供する活動で素晴らしく成果を上げて頂
きました。又、年末には、メンバーの家族も多数巻き込んで、ネパールに於いて、医療キャ
ンプに参加し、角膜手術の支援事業に参加して頂きました。本当にご苦労様でした。又こ
れらの事業において八尾ロータリークラブからの資金拠出にも限界が有ることから、児林
委員長、濵岡会員、小谷副会長や、吉田幹事からも資金の提供を受けました。本当に有難う
ございました。ご苦労様でした。
　ロータリー財団委員会におかれましては、北野委員長が中心となり活動して頂き、卓話
を通じて、ロータリー財団への理解を深めると共に年次基金として一人当たり150$の寄
付金達成に、成功されました。本当にご苦労様でした。有難うございました。
　青少年奉仕委員会におかれましては、田中委員長、宮川副委員長、西委員、藤田委員、山
本（隆）委員、友田委員のメンバーで活動を行って頂きました。委員会は毎月行われ、活動
としても　①金光八尾高校インターアクトクラブ活動参加支援活動　②自然の中での活
動　③リーダー研　④地区青少年事業の参加　⑤こども食堂の支援　⑥不登校生対策

「輝」事業の設立協力運営協力　⑦八尾ローターアクトクラブの設立　⑧ＲＹＬＡ受講へ
の参加。２名動員などのすべての項目で目標達成されました。中でも八尾の不登校生支
援活動においては、八尾ロータリークラブでは設立費用の40％以上に当たる136万円もの
資金を地区からの協力も得て拠出しました。又、2020年６月22日には、八尾ロータリーク
ラブの有志７名が政府からコロナ対策で得た10万円を出して70万円の浄財を「輝」に寄付
しました。これは５月の理事会で、児林国際奉仕委員長が、国から得たお金で何か良い事
をしようという提案があり、八尾ロータリークラブが中心となって設立した「輝」が新型コ
ロナウイルスの影響も有り、企業からの寄付金が細っているのと50名の生徒を集めるの
が、コロナウイルスによって遅れている為、運営費用が当初予算よりも大きく不足してい
て運営に窮しているという事なので、資金を供給することにしました。具体的には佐野会
員、濵岡会員、井川会員、小林会員、田中委員長、児林会員、笠井の７名で70万円を寄付し
ました。
　又、ローターアクトクラブ設立にも大変ご尽力頂き、気の遠くなる様な準備に次ぐ準備

（別紙 資料１）を重ねて、2020年２月５日に国際ロータリークラブより正式に認証され、
正式に発足されました。その後、他のローターアクトクラブ見学と八尾ローターアクトク
ラブの模擬例会を重ねる予定でしたが、新型コロナウイルスの流行により、活動が停止さ
れ、四宮ガバナーを迎えても認証状授与式も無期延期となりました。次年度以降の八尾
ローターアクトクラブの理事役員も固まっており、既に次年度に向けての歩みを始めてお
ります。６月29日には、八尾ローターアクトクラブの本年度最終例会を迎えます。今後の
ローターアクトクラブの活動にも田中会員及び田中祐子元東大阪ＲＡＣ生様にご活躍頂
けます様よろしくお願い致します。田中委員長本年度は本当にご苦労様でした。有難う

-６- -７- -８- -９- -10- -11- -12-

幹 事　吉　田　法　功

ございました。
　米山奨学委員会は、松井委員長、山陰副委員長、山本（義）委員」によって活動して頂きま
した。米山奨学制度に対しての意識調査を行い、地区の委員会にも問題提起行い、地区の
米山委員会にも八尾ロータリークラブに来て卓話をいただく予定でしたが、新型コロナウ
イルスの影響で、中止となり大変残念です。又、新型コロナウイルスで、例会休会中にも米
山の勉強会を、大阪中央ロータリークラブの吉田会員と米山奨学学友会のディネスシュレ
スタさんを招き行いました。大変有意義な勉強会となり、特に吉田様の「米山奨学生を見
るな米山学友を見ろ」と言う言葉は今も心の中に残っています。松井委員長本当にご苦労
様でした。有難うございました。
　インターアクト委員会は曽家委員長、児林副委員長、大槻委員、竹原委員で活動して頂き
ました。当クラブのインターアクトクラブは30年もの歴史が有り、年を重ねるごとに活発
に活動されております。金光八尾のインターアクトクラブは、人数においても活動の質に
おいても、2660地区内で、最大のクラブとしての地位を確立しておられます。曽家委員長
も大変熱心に活動され、金光八尾中高学校へバザーの商品をメンバーから募り寄付され、
そこでの売上をロータリーのポリオ根絶の為の基金に寄付される等、素晴らしい活動をし
て頂きました。又、本年度は多くの金光八尾インターアクトクラブのメンバーや顧問の先
生方が八尾ロータリークラブの夜間例会やもちつき大会等にも積極的に参加して頂きま
した。有難うございました。　
　ローターアクト委員会は、児林会員を委員長にして総勢20名ものメンバーで活動して頂
きました。ローターアクトクラブの設立は、八尾ロータリークラブとしては、30年前にイ
ンターアクトクラブを設立して以来の一大事業でありました。初代委員長の児林会員に
大変ご苦労をおかけしました。
　おかげ様を持ちまして、2020年２月５日には、国際ロータリーにおいて八尾ローターア
クトクラブを正式に認証を受けました。現在約30名もの八尾ローターアクトクラブ生が
在籍しておりますが、新型コロナウイルスの影響で活動中止もあり、次年度にむけての準
備をしておられます。今後八尾ロータリークラブ・八尾ローターアクトクラブ・八尾イ
ンターアクトクラブの３クラブは共に益々発展する事を願ってやみません。児林ロー
ターアクトク委員長、本年は本当にご苦労様でした。有難うございました。

　以上で各委員会活動のご報告並びに各委員長、委員各位に対する御礼とさせて頂きま
す。
　次に八尾ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業をご紹介します。

八尾ロータリークラブ新型コロナウイルス対策事業について
　2020年４月10日金曜日17時１分に、2660地区より当クラブに１通のメールが送信され
ました。それは、2660地区がコロナウイルス対策として、１クラブ50万円を上限として、
400万円の補助金を受付ける旨のメールでありました。送信時間が金曜日の17時１分で

あり、ほとんどのクラブの事務局は17時に終了しているので、このメールをクラブ関係者
が目にするのは13日の午前中になります。私も13日にこの補助金を使い、コロナウイル
スの為にやり残した事業を何とかしてやり遂げたいと思い奔走しました。
　先ずやり残した事と言えば、里親会に対する事業でありました。当初東大阪里親会の里
子、その兄弟、里親を連れて八尾ローターアクトクラブ会員にも手伝ってもらって、白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を予定していたが、３月よりクラブの全ての行事が中
止され、この事業も例外ではありませんでした。そこで里親会の方々にコロナ対策をしよ
うと考えました。方法としては、学校休校中に使用出来る教育資材や消毒液、マスク等の
配布が候補に挙がりましたが、教育資材を配布はまんべんなく効率よく配布するのは難し
いという観点から外され、消毒液で進み始めました。
　相馬会員、川田会員と相談しながら先ず幹事・副会長の了承を取り付け、理事役員も一
人一人電話で了解してもらい、安堵していたのも束の間、４月14日の11時頃、消毒液が厚
生労働省の基準を満たしている確証が取れないとの指摘を受け、急遽消毒液をマスクに変
更する判断を下しました。宇野会員に連絡を取り、外出先より会社に電話をして頂きマス
クの見積書をもらい、飯田エレクトに連絡して今日中にサインが必要なので夕方まで会社
に待機する様お願いをしました。相馬会員が、15時から補助金申請書の作成作業に入れる
と伺い、15時前より相馬会員の会社近くで待機していたところ、携帯電話で連絡を受け、
申請書を頂きに上がりました。その場で本年度会長のサインを書き、その足で飯田会長エ
レクトの会社の近くまで赴きエレクトのサインを頂き申請書をその足で相馬会員の会社
へ届けて地区への送信を依頼しました。その後、相馬会員の最終チェックを経て14日の
18時１分に地区への申請を完了しました。
　13日午前中に見た補助金を14日の夕方には完成させましたが、400万円の補助金は80
クラブ中８件分しかなく、かなり過酷な争奪戦だったようです。当クラブの申請は、皆様
のお陰を持ちましてギリギリで滑り込む事が出来ました。
　４月27日16時に里親会を川田社会奉仕委員長、川村会員、児林会員と笠井が訪れ、直接
マスクを手渡しました。アドベンチャ－ワ－ルドの事業が中止になり、沢山の子供達に泣
かれたとの話を伺い断腸の思いでしたが、いつの日か八尾ロータリークラブとして白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を行いたい旨を告げて贈呈式を終了して、４月28日に
は当クラブが最大のスポンサーとして立ち上げた不登校生の教育機関である輝と、子供食
堂の子供達の為のマスクの贈呈式を行いました。輝と子供食堂の代表である浦上氏は、

「貴重なマスクを頂き本当にありがとうございます。」と喜んで頂きました。
　当日は田中青少年委員長、小谷副会長、吉田幹事、吉本会員、笠井の５名で贈呈式に参加
しました。この模様は、４月30日の読売新聞にも掲載されました。
　この地区の補助金とは別に同時進行で八尾市役所への飛沫感染予防板の贈呈事業を進
めていました。2020年４月15日に所用で八尾市役所を訪問した際に当時の市役所にコロ
ナウイルスの飛沫感染対策が何も無かった事に愕然として、直ちに市役所に防止板を寄贈
しようと思いました。そこですぐに八尾ロータリークラブの松井会員に連絡を取り、八尾

市に防止板を寄贈したいとの旨を、市長に伝えて頂ける様にお願いをしました。松井会員
は早速市長に連絡を取って頂き、４月16日朝に市長を訪れる約束を取って頂きました。
　そして４月16日朝一番に大松市長と面会し、「喜んで頂戴します。」との回答を頂きまし
た。当初は市役所の１階部分に設置する予定でしたが、市の職員の方が市役所の全館と、
出張所と、図書館の分もと言われたので、初めの予算を大幅に上回りましたが、どうせなら
喜んでもらえる方がよいと思い引き受ける事にしました。
　この防止板は、当社のＰＥＴボトル100％リサイクル高透明板を使用し、大阪府から出
たＰＥＴボトル原料を使用している為に「大阪もん」の認定を受けており、国のエコマーク
の認定も受けています。又、大松市長との約束で市役所で不要になった際には全てを引
取、当社で再利用することになっています。
　原板の製造は笠井産業株式会社が行い、原板をカットするのは、八尾ロータリークラブ
の会員である鍋島さんの会社である伊豆田株式会社で行い、書類の受け渡しの際の開口部
の抜き加工を株式会社八尾パッキングが行い、防止板を立てる為に使う折り曲げ加工を広
志工房が行いました。この防止板は八尾の業者で完成されています。
　当初はプレートの加工賃は全て笠井産業株式会社が支払う覚悟をしていましたが、加工
業者の３社が３社共、八尾市と八尾市民の為に役立てるなら無償で協力したいとの申し入
れがあり、大変嬉しく思いました。
　これはまさに、ロータリークラブで学んだ職業奉仕事業が実践出来たと言えます。職業
奉仕の定義は、「高い倫理観、道徳性、高潔性を持ち、相手の立場に立って思いやりを持って
天職である職業に励み、これを業界にも広げて行く」とあります。いつも一緒に仕事をし
ている方々にも職業奉仕の理念を理解されている事が本当に嬉しかったです。これで松
井会員と鍋島会員と笠井とあと業会の方も巻き込んだ八尾ロータリークラブの事業が１
つ完成しました。
　そしていよいよ４月24日の贈呈式の日がやって来ました。当日は松井会員、吉本会員、
鍋島会員、加工業者の広志工房の前原氏、株式会社八尾パッキングの水舎氏、笠井産業株式
会社の社員２名、笠井、私の嫁と長兄を連れ市役所の１階で贈呈式に臨みました。市役所
全フロアーに防仕板が並んでいるのを見て、これで市役所を訪れる市民と市職員の安全に
少しでも役立てると思うと本当に嬉しかったです。尚、この模様は４月25日産経新聞を始
め、４月25日毎日新聞、４月28日の読売新聞等にも掲載されました。
　この他にも、八尾ロータリークラブの親睦と職業奉仕が結実した事業が有ります。それ
は宇野会員の株式会社アーテックが輸入したマスクを、松っちゃん給食の小林会員が学校
給食の休業により過剰になった人員約100名を派遣し、検品作業を補助し、八尾市が検品
場所として、市の体育館を無償で貸与する一方、八尾市の名前の入ったマスク購入権を、株
式会社アーテックのコスト負担（約400万円）で日本郵政のポスティングシステムを利用
して、八尾市全戸（約13万世帯）に配布させる。 
　そのマスクの引き渡し場所を、シグマ薬局の奥谷会員の８店舗と松ちゃん給食の２つの
事業所が担うというものです。価格は50枚入り１箱2,690円で１世帯２箱まで買う事が出

来ます。
　「ロータリーの親睦は出席から」と言われますが、20年近い歳月が３社に大きな親睦関
係を築き、今回の事業に繋がりました。これは本当にわがクラブにとって喜ばしい出来事
であります。又、今回事業を行う事によって、小林会員、宇野会員、奥谷会員の3会員の親
睦がより深まる事を祈って止みません。尚この模様は５月３日の毎日新聞に掲載されま
した。尚、宇野会員は、この他にも八尾市の教員の方々に１人当たり10枚ずつ、計1,300枚
のマスクを無償で提供されました。これも含めて、八尾ロータリークラブの活動にする様
申し出て頂きました。
　その他にも八尾ロータリークラブの宇野会員と佐野会員が、八尾市立病院でマスクが不
足しているということを知り、10,000枚のマスクを八尾ロータリークラブの事業として寄
贈されました。佐野会員は何十年間も親子２代に渡り、海外で毎年学校や図書館を寄贈さ
せており、今回の寄贈はご本人にすれば額も少なく、恥ずかしいので匿名にして欲しいと
の事でしたが、同クラブ内の事なので、公表させて頂きます。ありがとうございました。
　その後、地区からの新型コロナウイルス対策事業として「友愛」の事業が提案され、八尾
ロータリークラブもこれに参加し、地区に頂いた使い捨てマスク2,000枚と布マスク200
枚と八尾ロータリークラブより1,000枚の使い捨てマスクを寄贈しました。
　又、その他にも八尾ローターアクトクラブ会員の北山会員も、八尾市に2,000枚のマス
クを寄贈されました。出来たばかりの八尾ローターアクトクラブ会員の間にも奉仕の心
がどんどん育ちつつある事を聞くに至り、大変嬉しく心強く思います
　この様に、地区から提案された補助金をきっかけに、今まで述べてきた様に八尾ロータ
リークラブの新型コロナウイルス感染対策事業は大きく花開きました。ロータリークラ
ブの活動は、池に１つの石を投げた時に、波紋がどんどん広がっていく様なものだと教わ
りました。
　新型コロナウイルスの影響で、メンバーも集められないし例会も出来ず、活動資金であ
るニコニコ箱の集金さえ出来ない現状でありますが、私達八尾ロータリークラブには長年
多くのメンバーが、親睦で培った信頼関係や職場奉仕で学んだ相手を思いやる心や、奉仕
の心が有ります。この八尾ロータリークラブの心を持って、メンバー全員が新型コロナウ
イルスとの戦いに必ずや打ち勝つ事を確信しております。
　最後に四宮ガバナー初め、福家財団委員長からタイムリーな補助金を頂いたお陰で、私
の年度として素晴らしい事業総仕上げができました。本当にありがとうございました。
　また、本年度の最終事業として、国より国民１人当り10万円支給された補助金で何かよ
い事をしようと言う児林会員の提案を受けて、八尾ロータリークラブが主宰して設立され
た不登校児童対策機関である輝が、新型コロナウイルスの影響で資金が不足しているとい
う事を聞きつけ、メンバー有志で寄付する事になりました。佐野・井川・小林・田中・濵岡・
児林・曽家・竹中・笠井の９名で、90万円の資金を寄付しました。
　次に数字で見た八尾ロータリークラブの奉仕部門のご報告をさせて頂きます。

他に地区よりマスク2,000枚　　　　　　　　 奉仕部門個人負担分
布マスク200枚　　　　　　　 　　　佐野会員、宇野会員マスク　 52万円
次年度以降地区補助金獲得額　　40万円　　　地区より獲得したマスク　　15万円

（八尾市立病院分）
　　　　　　　　　　　　 7,270,205円　　　鍋島会員、笠井他、八尾市役所及び
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　国際交流センターへ飛沫防止パネル　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 158万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野会員、八尾市民への通信費　400万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野、濵岡、井川、小林、田中、児林、曽家、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中、笠井　　　　　　　輝 90万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　合　計　　　　14,420,250円

　つまり、本年度皆様からお預かりしたニコニコの寄付金5,220,000円は、地区より獲得
した補助金および会員有志の貴重な浄財とあわせて14,420,250円の奉仕額（ニコニコの
約2.7倍）として、地元地区の奉仕を受ける事を必要としている受益者や行政、市機関等に
奉仕させて頂きました。有難うございました。

　最後に受賞に見る本年度の検証をさせて頂きます。
　別紙 資料２は、ロータリー会長賞の受賞に関する説明書であります。ご覧になれば分
かります様に、当年度は「新しいクラブをつくる」という一項目を除いて、全項目達成とな
りました。
　もともと上段の９項目より５項目目９項目目より５項目の達成を要求されておりまし
たが、新型コロナウイルスの影響を考慮して、３項目ずつの達成で良い事に変更になりま
したが、当クラブはほぼ全項目で達成となりました。又、右欄の４項目の内３項目に上の
達成となるので、通常の会長賞にあわせてロータリー会長賞プラチナ賞の獲得を予定して
おります。これも一重に八尾ロータリークラブの会員の皆様の質の高さと努力のたまも
のと思います。本年度は皆様のお陰を持ちまして良い年度とする事が出来ました。本当
に有難うございました。

　2019～2020年度八尾ロータリークラブの幹事という大役を仰せつかり、緊張の連続で
した。理事役員及び会員皆様のご協力とご理解で、１年間無事年度を終わることができま
した。心より感謝を申し上げます。今後も八尾ロータリークラブの為に私ができること
は、精一杯頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

56期　山本昌市年度
57期　菅野茂人年度
58期　山本勝彦年度
59期　笠井　実年度

47
46
48
34

例会数 会員数集金額 １回当り集金額 １回１人当り金額

54
58
60
68

1,383
1,355
1,439
2,257

3,510,160
3,615,000
4,138,000
5,220,000

74,684
78,587
86,208

153,529

ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロータリー戦略計画の優先事項を
支えるために、以下に挙げられた活動項目を達成したクラブを称えることを
目的としています。クラブは、これらの項目を達成するために丸1年間をかけ
て取り組みます。

クラブがMy ROTARYでクラブ・会員の情報を更新している限り、多くの項
目の達成状況は、国際ロータリーで自動的に確認することができます。い
くつかは、ロータリークラブ・セントラルなどのオンラインツールを使って、
クラブが達成状況を入力する必要があります。ロータリー賞の受賞資格を
満たすには、年度開始時から終了時までクラブが正規にRIに加盟してい
ることが条件となります。2019年7月1日時点の会員数と比較して算出さ
れ、2020年7月1日時点の会員数が確定する2020年8月15日以降に表彰
されます。

人びとをつなぐ
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ会員増強委員会を設置し、その委員
長を国際ロータリーに報告する。

  会員1名の純増を達成する。

  既存会員と新会員の維持率を維持または改善する：

  クラブの会員維持率を1ポイント上げる。 または

  2018-19年度のクラブの会員維持率が90％以上である場合、これを
維持する。

  女性会員または40歳以下の会員1名の純増を達成する。

  会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社会にあるビジ
ネスと専門職の実情に沿った会員基盤を築くために活動する。

 新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会共同隊のスポンサーま
たは共同スポンサーとなる。 

  インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱または共同提唱
する。 

  ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーでネットワークを広げ
る機会を紹介する。 

  青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。 

行動する
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ財団委員会を設置し、その委員長を
国際ロータリーに報告する。 

  奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。 

  年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少なくとも100米ドルとな
る。 

  ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした行事を
開く。 

  ロータリーの6つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉仕プロ
ジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。 

  クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティア活動に
費やした時間、募金額など）をRotary.orgに投稿する。

  企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを継続または確立し、
プロジェクトで協力する。 

  ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変える行動人」キ
ャンペーン用広告・資料、その他の関連資料を活用する。 

  クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメディアと話す機会
を手配する。 

2019-20年度　 
ロータリークラブ対象のロータリー賞 

2019-20年度　 
ロータリー会長特別賞 

ロータリークラブ対象 
ロータリー賞を達成し、さらに以下から1項目を達成した場合「シルバー賞」、 
2項目達成で「ゴールド賞」、3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

  リーダーをつなぐ：会員5名以上の純増を達成する。 

  家族をつなぐ：会員の家族、青少年プログラム参加者や地域社会のその
ほかの人たちが参加できる家族志向の奉仕プロジェクトを実施する。

  職業や専門知識をつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシッ
プ、自己研鑽、専門能力開発プログラムなどを開始または継続する。

  地域社会をつなぐ：少なくとも月に4回、ソーシャルメディアでクラブとそ
の奉仕活動の情報を発信し、クラブ会員がいかに「世界を変える行動
人」であるかを示す。 

なお、今年度は、ロータリー賞の必須項目を達成し、さらに追加項目から 
1～3項目を達成したロータリークラブに、ロータリー会長特別賞が贈られます。

資料２

× ←  この項目以外すべて達成×

2019年度 奉仕事業収支
収　　　入

支　　　出

金　　額摘　　　要

総　　合　　計

金　　額摘　　　要奉仕委員会

ニコニコ
地区補助金（輝）
地区補助金（ロータリーデー）
地区補助金（コロナ）
ＲＡＣ地区補助金
利　　息

5,220,000
530,172
270,000
500,000
200,000

33
6,720,205

83,198
83,198
10,648
10,660

274,841
499,389
502,480
50,880

1,348,898
1,130,000

109,072
1,239,072

354,701
1,360,864

61,540
20,660

276,864
11,410
20,000
69,880
30,000
33,000
20,000

100,000
100,000

2,458,919
6,160

94,035
409,698

9,000
518,893

1,071,225
6,720,205

会社訪問（飲み物・バス代・お土産）
　　　　　　　　　　合　計　①
八尾市文化芸術芸能協賛・振込手数料
八尾市市民憲章推進協議会会費・振込手数料
餅つきプロジェクト
ロータリーデー
コロナ事業
友愛・振込手数料
　　　　　　　　　　合　計　②
ネパール事業
台北東ＲＣ祝い金・お土産
　　　　　　　　　　合　計　③
自然の中で協賛・飲み物・振込手数料
輝（不登校対策）
ＲＹＬＡ登録・振込手数料
東大阪ＲＣラグビー事業協賛
インターアクト海外研修・振込手数料
インターアクト例会会食費
金光八尾高校文化祭祝金
インターアクト年次大会登録・振込手数料
忘年家族会（金光八尾高校２名）
餅つきインターアクトバス代
金光八尾高校卒業祝い
インターアクト活動費
子ども食堂
　　　　　　　　　　合　計　④
ローアクトクラブ認定料・振込手数料
会議費
旗・テーブル・椅子・鐘・ホワイトボード振込手数料
１/15 会食費３名分
　　　　　　　　　　合　計　⑥
今年度発生した繰越金　⑦
総合計　①+②+③+④+⑤+⑥+⑦

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

青少年奉仕委員会

ＲＡＣ委員会

} 約15万円

八尾ローターアクトクラブ候補生活動報告書

八尾ＲＣ：児林委員長・曽家・田中
八尾ＲＣ：小谷副会長・吉田幹事・濱岡・稲田・川田・柏木
　宮川・大槻・山本・相馬・田中
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・井川・濱岡・藤田・友田・田中
地区ローターアクト委員長：菅本泰年
地区副幹事 柳澤大輔
吹田ＲＣ：井川亜里紗　　東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・田中祐子
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・佐野
　井川・稲田・田中・相馬・山本・曽家・友田
八尾ＲＡＣ候補生：
　児林成輝・児林皇輝・加藤千尋・樽井大樹・富永達也・芝田和樹・
　小林佑希・栗山休恭章・大井将嗣・東中愛果・松本祐希・金村哲寛・
　田中聡一郎・滝澤俊兵・赤池保人・斉藤智文
八尾ＲＣ：藤田
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章

八尾ＲＣ：児林委員長・田中・曽家
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・大井将嗣
八尾ＲＣ：笠井会長・濱岡・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・松山聖矢・松田真優佳
八尾ＲＡＣ候補生：有田伊織
八尾ＲＡＣ候補生：赤池保人・倉角和哉
東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・倉角和哉・丸田優輝樹
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・富永達也・芝田和樹・
　山岡美那・児林成樹・上農梨花
東大阪ＲＡＣ：
　松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子・桑田杏奈
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・松山聖矢・
　有田伊織・大井将嗣・北山弾也・児林皇輝・丸田優樹・東中愛果・
　倉角和哉・川口哲生・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：小谷副会長・曽家・田中・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・
　小林佑樹・倉角和哉・金谷光泰
八尾ＲＡＣ候補生：小林佑樹・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡
　藤田・友田・曽家・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・小林佑樹・倉角和哉・
　金谷光泰・加藤千尋・栗山恭章・有田伊織・北山弾也
天王寺ＲＣ：西浦
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・児林委員長・濱岡・稲田・新宮
　宮川・大槻・藤田・友田・曽家・相馬・山本・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・松山聖矢・有田伊織・大井将嗣・金谷光泰・赤池保人・
　滝澤俊兵・倉角和哉・芝田和樹・富永達也・中村和希・丸田優樹・
　中熊麻衣・北山弾也・児林成輝・志綾香・志樹理梨亜
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡・
　稲田・新宮・宮川・大槻・藤田・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・倉角和哉・
　丸田優輝樹・有田伊織・金谷光泰・北山弾也・中村和希・丸田優樹
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・有田伊織
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・有田伊織・松本祐希・栗山恭章・小林祐希
八尾ＲＣ：曽家
八尾ＲＡＣ候補生：
　倉角和哉・中村和希・大井将嗣・丸田優樹・栗山恭章
八尾ＲＣ：川田・新宮・藤田
八尾ＲＡＣ候補生：滝澤俊兵・北山弾也
八尾ＲＣ：吉田幹事・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＣ：小谷副会長・友田
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・有田伊織・川口哲生
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松山聖也・小林佑樹

東大阪ＲＡＣへ見学
東大阪ＲＡＣへ見学

大阪西南ＲＡＣへ見学
初顔合わせ

大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪梅田ＲＡＣ天満橋ＲＡＣ
　　 合同例会への参加
枚方ＲＡＣ大阪梅田ＲＡＣ
東大阪ＲＡＣの合同例会へ参加
大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪東ＲＡＣ例会へ参加
大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加
イルミネーション点灯式

シンポジウム

もちつき大会

ＲＡＣ忘年会

矢野監督の講演会
役員選別会

第一回模擬例会

第二回模擬例会

かるた大会
地区献血

大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加

東大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪南ＲＡＣ例会へ参加

大阪西南ＲＡＣ例会へ参加

Uコミュニティホテル
Uコミュニティホテル

大阪富国生命ビル
籠の屋

ハービスPLAZA６F

大阪キャッスルホテル３F

クレオ大阪東

阪急グランドビル26F

大阪産業創造会館
天王寺
本町公園

大阪国際会議場

ひのき苑

味園

商工会議所
八尾市ＢＢＳ

リノアス７F

リノアス７F

東大阪アリーナ
京橋駅前

天王寺

Uコミュニティホテル

大阪ガスビル食堂

南船場

扇町スタジオ

19:30～21:00
19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:30

19:30～21:00

19:30～21:00

18:00～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:00
16:30～18:00

16:00～17:30

10:00～14:30

19:30～21:00

13:00～13:30
19:30～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00

9:00～14:00
11:30～16:00

19:30～21:00

19:30～21:00

19:00～20:30

19:30～21:00

19:30～21:00

８月21日
10月２日

10月23日
10月25日

11月５日

11月６日

11月16日

11月19日

11月21日
11月26日
12月７日

12月14日

12月21日

12月27日

１月15日
１月16日

１月27日

２月３日

２月９日
２月16日

２月18日

２月19日

２月21日

２月25日

２月26日

資料１
開 催 日 時 　 間 開 催 場 所 活 動 名 称 参 加 者 （敬称略）会 長　笠　井　　実

本年度を振り返って

御　　礼

-１- -２- -３- -４- -５-

　本年度一年間は、会員の皆様並びに関係各位皆様に大変御世話になり有難うございまし
た。
　2019～2020年度の当クラブのテーマは、Ｔhe Pursuit True Service and Friendship

「真実の奉仕と親睦を探求する」でありました。私くしは、このテーマを全うすべく全力で
取り組んでまいりました。以下では、本年度の活動報告を具体的にご報告させて頂きま
す。
　クラブ管理運営委員会は小谷副会長を筆頭に大変ご活躍いただきました。この分野は、
クラブ奉仕部門ともいわれ、会員からお預かりした会費をもって、会員各位にサービスを
行う分野であります。この分野が十分に機能する事により、ロータリーライフがより楽し
く充実します。本年度は、小谷副会長のご指導により、各委員会が大変活発な活動を行い
すばらしいロータリーライフを構築していただきました。
　会員増強委員会では、中川廣次委員長のもと、小林副委員長、松井委員、児林委員、平尾
委員はもとより、多くさんのメンバーが増強活動に邁進して頂き、佐々木会員・松岡会員

（以上２名再入会）・倉内会員・鍋島会員・三木会員・森川会員・福村会員・谷口会員の
合計８名もの会員の入会を頂きました。これは2003年大槻美佐夫会長年度の８名以来の
16年ぶりの快挙であります。中川廣次委員長には、大変ご苦労をおかけしました。本当に
ありがとうございました。
　出席委員会は、大槻委員長にご尽力いただき、特に2020年１月15日には、阪神タイガー
スの矢野燿大監督をお招きした際には100％出席例会を開催して頂きました。本当に有難
うございました。
　親睦活動委員会では、山本勝彦委員長、澁谷副委員長はもとより、委員会メンバーにも大
変ご協力頂きありがとうございました。ロータリーの目的は親睦と職業奉仕にあります。
まさに親睦という重要な目的をもって、山本勝彦委員長は、この強い信念を伺わせる熱心
な活動を行って頂きました。2019年７月には久保惣美術館・スターゲイトホテル54階の
レストランスターゲイトを紹介頂きました。ホテルからの眺望は本当に素晴らしく、多く
さんのメンバーが、関西国際空港から飛行機の発着を目を輝かせながら見ておられたの
が、本当に印象的でした。また９月16日には滋賀県陶芸の森と料亭「魚松」でまったけと
近江牛の食べ放題にお連れいただきました。また12月11日には、コンラッドホテルにお
いて、昨年に続いて、大変豪華な忘年会を開催して頂きました。2020年５月に企画されて
おられた越中八尾の「曳きまわし」は新型コロナウイルスの流行の為、中止となったのが残
念です。以上のように山本勝彦委員長には、親睦の重要性を十分に理解され、各メンバー
の親睦の向上の為に大変努力されました。山本委員長大変お世話になりました。
　プログラム委員会におかれましては、長竹委員長が大変素晴らしい運営を行って頂きま
した。卓話は例会の華と言われます。質の高い卓話者が多くさん訪れる事によって、ロー
タリーの会合はより充実し、これが出席率の向上にも繋がります。本年度は行政からは、

松井大阪市長（日本維新の会党首）、大松八尾市長、藤原八尾消防長、佐藤警察署長の皆様
をお迎えして、各方面の新しい情報や政治の話や日本の未来の話など、大変有意義な時間
を過ごす事が出来ました。又、エンターテーメントからは、阪神タイガースの矢野燿大さ
んや、クラシックの調べチェロのアンサンブルでストリングストリオの皆様にお越し頂
き、豪華で格調高い時間を提供いただきました。又、地区からは四宮ガバナーの公式訪問
はもとより、溝畑正信氏、（ポリオ根絶）、泉博朗パストガバナー（ローターアクトの意義）
山﨑修一地区職業委員会委員長（職業奉仕根幹の根幹）、吉田会員（大阪中央ＲＣ）、ロータ
リー学友ディネスシュレスタさん（米山奨学制度と米山学友について）等にお越し頂き、
ロータリーの専門的な知識について卓話頂き大変有意義でありました。
　又、メンバーからは、佐々木会員より（ガン治療あれこれ）や寺坂会員・宇野会員にロー
タリーと企業経営についての卓話を頂きました。
　又、専門分野からは、エキスパートリンクの松田様より経費削減や、西村貴好様より（ほ
め達が人と組織を活性化）などの卓話を頂きました。他にも八尾ロータリークラブの各委
員長、メンバー様に大変素晴らしい卓話を多くさん頂戴頂き、有難うございました。
　「楽しく為になる」が私の例会に対するモットーです。この目的を達成すべく、長竹委員
長には、大変お世話になりました。本当に有難うございました。
　クラブ研修委員会におかれましては、野村委員長が、2019年９月11日にロータリー歴の
浅い会員を対象とした研修委員会および懇親会を開催して頂きました。又、2020年５月
に予定されていた、第２回研修事業は残念ながら中止となりました。一年間ご苦労様でし
た。
　クラブ広報委員会は、新宮委員長、吉本副委員長、福田委員、相馬委員、竹中委員の各位
が大変ご活躍頂きました。広報は、各方面に八尾ロータリークラブ知名度を上げて、新入
会員の増強につなげると共に、メンバーにも正しくて新しい情報を伝える為に大変重要な
委員会であります。活動としては、2019年９月18日に国道170号線のアクロスプラザの
対面に、八尾ロータリークラブの屋外看板を設置して、ロータリーの知名度の向上をめざ
しました。又、10月には笠井による動画の作成をし、内外にロータリーの活動をアピール
しました。
　又、My Rotaryは現在68名中45名の登録を頂き（66％）ロータリークラブセントラルへ
のＰＲ活動実施すると共に八尾ロータリークラブホームページ、ウエブサイトの改修も完
了しました。毎月１回（休止期間を除く）「ロータリーの友」紹介頂き、吉本会員には例会開
催の度に会報作成頂きました。また2020年１月28日にはＦＭちゃおにおいて収録し、八
尾ロータリークラブの紹介をして頂きました。当日は川田社会奉仕委員長、児林国際奉仕
委員長、と笠井が出演し本年度のロータリー活動について熱弁をふるい詳しく紹介しまし
た。この模様は2020年１月31日12時と19時と23時の３回の45分間ＦＭちゃおにおいて
放送されました。ロータリーのメンバー各位や地元の皆さん地区の皆様に向けて幅広く
広報活動を行って頂き本当にありがとうございました。
　越中八尾ロータリークラブ担当委員会におかれましては、新型コロナウイルスの流行の

為に、２月５日の公式訪問一回のみとなりました。澁谷委員長、濵岡副委員長、児林委員、
宮川委員ご苦労様でした。
　ＳＡＡ委員会は稲田委員長のもと、佐野会員、中川（將）会員、大槻会員、北野会員、友田
会員、曽家会員、鼓呂雲会員、平尾会員が副委員長を務めて頂き目覚ましい活躍をして頂き
ました。食事の質の向上や、ナイト例会の開催等大変ご尽力いただきました。特に素晴ら
しかったのが、ニコニコの集金額の多さであります。ここ４年間のニコニコ額の推移をみ
ると　　　　　　　　　　　　　　　　

以上で分かる様に本当に熱心な勧誘によって大変多く獲得して頂きました。言うまでも
有りませんが、管理部門の原資は会員の支払う会費で、まかなわれますが、奉仕部門の原資
はニコニコの集金収入でまかなわれます。本年のＳＡＡ委員会の皆様は、この事をよく理
解され、会員各位に何度も何度も繰り返し、ニコニコへの協力を訴え理解を得た結果が出
ていると思います。ＳＡＡ委員会の皆様、ご苦労様でした。本当に有難うございました。
　職業奉仕委員会におかれましては、職業奉仕の理念を正しく理解する為に、地区職業奉
仕委員長山﨑修一様や井川会員に卓話を頂きました。又、メンバーの職業スキルを向上さ
せるために１月22日帝国チャックの寺坂会員、アーテックの宇野会員に例会時に卓話して
頂いた後に、企業見学を行いました。八尾ロータリークラブでも特に素晴らしく経営を
行っておられる両企業を訪れ、メンバーの皆様共々大変勉強させて頂きました。又、２月
12日にはエキスパートリンクの松田様に「経費削減」に関する卓話を、６月24日には、北野
秀樹様にコロナウイルス関連融資に関する卓話を頂きました。今年は職業奉仕において
も充実した企画をして頂きました。西村会員本当にご苦労様でした。有難うございまし
た。
　社会奉仕委員会では、川田委員長、柏木副委員長、中島委員、高井委員、奧谷委員、佐々木
委員、川村委員のメンバーにご活動頂きました。今年はロータリーメンバーだけではな
く、八尾ＲＡＣ予定者や東大阪ＲＡＣのメンバーや金光八尾のインターアクトメンバー
や、不登校対策支援事業「輝」のメンバーも巻き込んで、様々な事業を展開して頂きました。
　本町２丁目のイルミネーションの点灯式や高齢施設での餅つき大会等を多くさんの
方々の参加でもって、盛大に行って頂きました。又、３月～５月の例会休会中にも、八尾
ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業を行って頂き、地区の四宮ガバナーから
もお褒めの言葉を頂きました。又、地区の「友愛」の事業にも参画し、八尾市立病院に使い
捨てマスク3,000枚布マスク200枚を寄贈して頂きました。有難うございました。

　国際奉仕委員会におかれましては、児林委員長、濵岡委員を中心に熱心に国際事業に取
り組んで頂きました。世界の最貧国の１つであるネパールにおいて、「命の水　教育の場
を求めて！！」の事業を行って頂きました。これは、山脈からパイプラインを敷き生活用
水を確保し、識字率の向上のための教育の場を提供する活動で素晴らしく成果を上げて頂
きました。又、年末には、メンバーの家族も多数巻き込んで、ネパールに於いて、医療キャ
ンプに参加し、角膜手術の支援事業に参加して頂きました。本当にご苦労様でした。又こ
れらの事業において八尾ロータリークラブからの資金拠出にも限界が有ることから、児林
委員長、濵岡会員、小谷副会長や、吉田幹事からも資金の提供を受けました。本当に有難う
ございました。ご苦労様でした。
　ロータリー財団委員会におかれましては、北野委員長が中心となり活動して頂き、卓話
を通じて、ロータリー財団への理解を深めると共に年次基金として一人当たり150$の寄
付金達成に、成功されました。本当にご苦労様でした。有難うございました。
　青少年奉仕委員会におかれましては、田中委員長、宮川副委員長、西委員、藤田委員、山
本（隆）委員、友田委員のメンバーで活動を行って頂きました。委員会は毎月行われ、活動
としても　①金光八尾高校インターアクトクラブ活動参加支援活動　②自然の中での活
動　③リーダー研　④地区青少年事業の参加　⑤こども食堂の支援　⑥不登校生対策

「輝」事業の設立協力運営協力　⑦八尾ローターアクトクラブの設立　⑧ＲＹＬＡ受講へ
の参加。２名動員などのすべての項目で目標達成されました。中でも八尾の不登校生支
援活動においては、八尾ロータリークラブでは設立費用の40％以上に当たる136万円もの
資金を地区からの協力も得て拠出しました。又、2020年６月22日には、八尾ロータリーク
ラブの有志７名が政府からコロナ対策で得た10万円を出して70万円の浄財を「輝」に寄付
しました。これは５月の理事会で、児林国際奉仕委員長が、国から得たお金で何か良い事
をしようという提案があり、八尾ロータリークラブが中心となって設立した「輝」が新型コ
ロナウイルスの影響も有り、企業からの寄付金が細っているのと50名の生徒を集めるの
が、コロナウイルスによって遅れている為、運営費用が当初予算よりも大きく不足してい
て運営に窮しているという事なので、資金を供給することにしました。具体的には佐野会
員、濵岡会員、井川会員、小林会員、田中委員長、児林会員、笠井の７名で70万円を寄付し
ました。
　又、ローターアクトクラブ設立にも大変ご尽力頂き、気の遠くなる様な準備に次ぐ準備

（別紙 資料１）を重ねて、2020年２月５日に国際ロータリークラブより正式に認証され、
正式に発足されました。その後、他のローターアクトクラブ見学と八尾ローターアクトク
ラブの模擬例会を重ねる予定でしたが、新型コロナウイルスの流行により、活動が停止さ
れ、四宮ガバナーを迎えても認証状授与式も無期延期となりました。次年度以降の八尾
ローターアクトクラブの理事役員も固まっており、既に次年度に向けての歩みを始めてお
ります。６月29日には、八尾ローターアクトクラブの本年度最終例会を迎えます。今後の
ローターアクトクラブの活動にも田中会員及び田中祐子元東大阪ＲＡＣ生様にご活躍頂
けます様よろしくお願い致します。田中委員長本年度は本当にご苦労様でした。有難う
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ございました。
　米山奨学委員会は、松井委員長、山陰副委員長、山本（義）委員」によって活動して頂きま
した。米山奨学制度に対しての意識調査を行い、地区の委員会にも問題提起行い、地区の
米山委員会にも八尾ロータリークラブに来て卓話をいただく予定でしたが、新型コロナウ
イルスの影響で、中止となり大変残念です。又、新型コロナウイルスで、例会休会中にも米
山の勉強会を、大阪中央ロータリークラブの吉田会員と米山奨学学友会のディネスシュレ
スタさんを招き行いました。大変有意義な勉強会となり、特に吉田様の「米山奨学生を見
るな米山学友を見ろ」と言う言葉は今も心の中に残っています。松井委員長本当にご苦労
様でした。有難うございました。
　インターアクト委員会は曽家委員長、児林副委員長、大槻委員、竹原委員で活動して頂き
ました。当クラブのインターアクトクラブは30年もの歴史が有り、年を重ねるごとに活発
に活動されております。金光八尾のインターアクトクラブは、人数においても活動の質に
おいても、2660地区内で、最大のクラブとしての地位を確立しておられます。曽家委員長
も大変熱心に活動され、金光八尾中高学校へバザーの商品をメンバーから募り寄付され、
そこでの売上をロータリーのポリオ根絶の為の基金に寄付される等、素晴らしい活動をし
て頂きました。又、本年度は多くの金光八尾インターアクトクラブのメンバーや顧問の先
生方が八尾ロータリークラブの夜間例会やもちつき大会等にも積極的に参加して頂きま
した。有難うございました。　
　ローターアクト委員会は、児林会員を委員長にして総勢20名ものメンバーで活動して頂
きました。ローターアクトクラブの設立は、八尾ロータリークラブとしては、30年前にイ
ンターアクトクラブを設立して以来の一大事業でありました。初代委員長の児林会員に
大変ご苦労をおかけしました。
　おかげ様を持ちまして、2020年２月５日には、国際ロータリーにおいて八尾ローターア
クトクラブを正式に認証を受けました。現在約30名もの八尾ローターアクトクラブ生が
在籍しておりますが、新型コロナウイルスの影響で活動中止もあり、次年度にむけての準
備をしておられます。今後八尾ロータリークラブ・八尾ローターアクトクラブ・八尾イ
ンターアクトクラブの３クラブは共に益々発展する事を願ってやみません。児林ロー
ターアクトク委員長、本年は本当にご苦労様でした。有難うございました。

　以上で各委員会活動のご報告並びに各委員長、委員各位に対する御礼とさせて頂きま
す。
　次に八尾ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業をご紹介します。

八尾ロータリークラブ新型コロナウイルス対策事業について
　2020年４月10日金曜日17時１分に、2660地区より当クラブに１通のメールが送信され
ました。それは、2660地区がコロナウイルス対策として、１クラブ50万円を上限として、
400万円の補助金を受付ける旨のメールでありました。送信時間が金曜日の17時１分で

あり、ほとんどのクラブの事務局は17時に終了しているので、このメールをクラブ関係者
が目にするのは13日の午前中になります。私も13日にこの補助金を使い、コロナウイル
スの為にやり残した事業を何とかしてやり遂げたいと思い奔走しました。
　先ずやり残した事と言えば、里親会に対する事業でありました。当初東大阪里親会の里
子、その兄弟、里親を連れて八尾ローターアクトクラブ会員にも手伝ってもらって、白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を予定していたが、３月よりクラブの全ての行事が中
止され、この事業も例外ではありませんでした。そこで里親会の方々にコロナ対策をしよ
うと考えました。方法としては、学校休校中に使用出来る教育資材や消毒液、マスク等の
配布が候補に挙がりましたが、教育資材を配布はまんべんなく効率よく配布するのは難し
いという観点から外され、消毒液で進み始めました。
　相馬会員、川田会員と相談しながら先ず幹事・副会長の了承を取り付け、理事役員も一
人一人電話で了解してもらい、安堵していたのも束の間、４月14日の11時頃、消毒液が厚
生労働省の基準を満たしている確証が取れないとの指摘を受け、急遽消毒液をマスクに変
更する判断を下しました。宇野会員に連絡を取り、外出先より会社に電話をして頂きマス
クの見積書をもらい、飯田エレクトに連絡して今日中にサインが必要なので夕方まで会社
に待機する様お願いをしました。相馬会員が、15時から補助金申請書の作成作業に入れる
と伺い、15時前より相馬会員の会社近くで待機していたところ、携帯電話で連絡を受け、
申請書を頂きに上がりました。その場で本年度会長のサインを書き、その足で飯田会長エ
レクトの会社の近くまで赴きエレクトのサインを頂き申請書をその足で相馬会員の会社
へ届けて地区への送信を依頼しました。その後、相馬会員の最終チェックを経て14日の
18時１分に地区への申請を完了しました。
　13日午前中に見た補助金を14日の夕方には完成させましたが、400万円の補助金は80
クラブ中８件分しかなく、かなり過酷な争奪戦だったようです。当クラブの申請は、皆様
のお陰を持ちましてギリギリで滑り込む事が出来ました。
　４月27日16時に里親会を川田社会奉仕委員長、川村会員、児林会員と笠井が訪れ、直接
マスクを手渡しました。アドベンチャ－ワ－ルドの事業が中止になり、沢山の子供達に泣
かれたとの話を伺い断腸の思いでしたが、いつの日か八尾ロータリークラブとして白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を行いたい旨を告げて贈呈式を終了して、４月28日に
は当クラブが最大のスポンサーとして立ち上げた不登校生の教育機関である輝と、子供食
堂の子供達の為のマスクの贈呈式を行いました。輝と子供食堂の代表である浦上氏は、

「貴重なマスクを頂き本当にありがとうございます。」と喜んで頂きました。
　当日は田中青少年委員長、小谷副会長、吉田幹事、吉本会員、笠井の５名で贈呈式に参加
しました。この模様は、４月30日の読売新聞にも掲載されました。
　この地区の補助金とは別に同時進行で八尾市役所への飛沫感染予防板の贈呈事業を進
めていました。2020年４月15日に所用で八尾市役所を訪問した際に当時の市役所にコロ
ナウイルスの飛沫感染対策が何も無かった事に愕然として、直ちに市役所に防止板を寄贈
しようと思いました。そこですぐに八尾ロータリークラブの松井会員に連絡を取り、八尾

市に防止板を寄贈したいとの旨を、市長に伝えて頂ける様にお願いをしました。松井会員
は早速市長に連絡を取って頂き、４月16日朝に市長を訪れる約束を取って頂きました。
　そして４月16日朝一番に大松市長と面会し、「喜んで頂戴します。」との回答を頂きまし
た。当初は市役所の１階部分に設置する予定でしたが、市の職員の方が市役所の全館と、
出張所と、図書館の分もと言われたので、初めの予算を大幅に上回りましたが、どうせなら
喜んでもらえる方がよいと思い引き受ける事にしました。
　この防止板は、当社のＰＥＴボトル100％リサイクル高透明板を使用し、大阪府から出
たＰＥＴボトル原料を使用している為に「大阪もん」の認定を受けており、国のエコマーク
の認定も受けています。又、大松市長との約束で市役所で不要になった際には全てを引
取、当社で再利用することになっています。
　原板の製造は笠井産業株式会社が行い、原板をカットするのは、八尾ロータリークラブ
の会員である鍋島さんの会社である伊豆田株式会社で行い、書類の受け渡しの際の開口部
の抜き加工を株式会社八尾パッキングが行い、防止板を立てる為に使う折り曲げ加工を広
志工房が行いました。この防止板は八尾の業者で完成されています。
　当初はプレートの加工賃は全て笠井産業株式会社が支払う覚悟をしていましたが、加工
業者の３社が３社共、八尾市と八尾市民の為に役立てるなら無償で協力したいとの申し入
れがあり、大変嬉しく思いました。
　これはまさに、ロータリークラブで学んだ職業奉仕事業が実践出来たと言えます。職業
奉仕の定義は、「高い倫理観、道徳性、高潔性を持ち、相手の立場に立って思いやりを持って
天職である職業に励み、これを業界にも広げて行く」とあります。いつも一緒に仕事をし
ている方々にも職業奉仕の理念を理解されている事が本当に嬉しかったです。これで松
井会員と鍋島会員と笠井とあと業会の方も巻き込んだ八尾ロータリークラブの事業が１
つ完成しました。
　そしていよいよ４月24日の贈呈式の日がやって来ました。当日は松井会員、吉本会員、
鍋島会員、加工業者の広志工房の前原氏、株式会社八尾パッキングの水舎氏、笠井産業株式
会社の社員２名、笠井、私の嫁と長兄を連れ市役所の１階で贈呈式に臨みました。市役所
全フロアーに防仕板が並んでいるのを見て、これで市役所を訪れる市民と市職員の安全に
少しでも役立てると思うと本当に嬉しかったです。尚、この模様は４月25日産経新聞を始
め、４月25日毎日新聞、４月28日の読売新聞等にも掲載されました。
　この他にも、八尾ロータリークラブの親睦と職業奉仕が結実した事業が有ります。それ
は宇野会員の株式会社アーテックが輸入したマスクを、松っちゃん給食の小林会員が学校
給食の休業により過剰になった人員約100名を派遣し、検品作業を補助し、八尾市が検品
場所として、市の体育館を無償で貸与する一方、八尾市の名前の入ったマスク購入権を、株
式会社アーテックのコスト負担（約400万円）で日本郵政のポスティングシステムを利用
して、八尾市全戸（約13万世帯）に配布させる。 
　そのマスクの引き渡し場所を、シグマ薬局の奥谷会員の８店舗と松ちゃん給食の２つの
事業所が担うというものです。価格は50枚入り１箱2,690円で１世帯２箱まで買う事が出

来ます。
　「ロータリーの親睦は出席から」と言われますが、20年近い歳月が３社に大きな親睦関
係を築き、今回の事業に繋がりました。これは本当にわがクラブにとって喜ばしい出来事
であります。又、今回事業を行う事によって、小林会員、宇野会員、奥谷会員の3会員の親
睦がより深まる事を祈って止みません。尚この模様は５月３日の毎日新聞に掲載されま
した。尚、宇野会員は、この他にも八尾市の教員の方々に１人当たり10枚ずつ、計1,300枚
のマスクを無償で提供されました。これも含めて、八尾ロータリークラブの活動にする様
申し出て頂きました。
　その他にも八尾ロータリークラブの宇野会員と佐野会員が、八尾市立病院でマスクが不
足しているということを知り、10,000枚のマスクを八尾ロータリークラブの事業として寄
贈されました。佐野会員は何十年間も親子２代に渡り、海外で毎年学校や図書館を寄贈さ
せており、今回の寄贈はご本人にすれば額も少なく、恥ずかしいので匿名にして欲しいと
の事でしたが、同クラブ内の事なので、公表させて頂きます。ありがとうございました。
　その後、地区からの新型コロナウイルス対策事業として「友愛」の事業が提案され、八尾
ロータリークラブもこれに参加し、地区に頂いた使い捨てマスク2,000枚と布マスク200
枚と八尾ロータリークラブより1,000枚の使い捨てマスクを寄贈しました。
　又、その他にも八尾ローターアクトクラブ会員の北山会員も、八尾市に2,000枚のマス
クを寄贈されました。出来たばかりの八尾ローターアクトクラブ会員の間にも奉仕の心
がどんどん育ちつつある事を聞くに至り、大変嬉しく心強く思います
　この様に、地区から提案された補助金をきっかけに、今まで述べてきた様に八尾ロータ
リークラブの新型コロナウイルス感染対策事業は大きく花開きました。ロータリークラ
ブの活動は、池に１つの石を投げた時に、波紋がどんどん広がっていく様なものだと教わ
りました。
　新型コロナウイルスの影響で、メンバーも集められないし例会も出来ず、活動資金であ
るニコニコ箱の集金さえ出来ない現状でありますが、私達八尾ロータリークラブには長年
多くのメンバーが、親睦で培った信頼関係や職場奉仕で学んだ相手を思いやる心や、奉仕
の心が有ります。この八尾ロータリークラブの心を持って、メンバー全員が新型コロナウ
イルスとの戦いに必ずや打ち勝つ事を確信しております。
　最後に四宮ガバナー初め、福家財団委員長からタイムリーな補助金を頂いたお陰で、私
の年度として素晴らしい事業総仕上げができました。本当にありがとうございました。
　また、本年度の最終事業として、国より国民１人当り10万円支給された補助金で何かよ
い事をしようと言う児林会員の提案を受けて、八尾ロータリークラブが主宰して設立され
た不登校児童対策機関である輝が、新型コロナウイルスの影響で資金が不足しているとい
う事を聞きつけ、メンバー有志で寄付する事になりました。佐野・井川・小林・田中・濵岡・
児林・曽家・竹中・笠井の９名で、90万円の資金を寄付しました。
　次に数字で見た八尾ロータリークラブの奉仕部門のご報告をさせて頂きます。

他に地区よりマスク2,000枚　　　　　　　　 奉仕部門個人負担分
布マスク200枚　　　　　　　 　　　佐野会員、宇野会員マスク　 52万円
次年度以降地区補助金獲得額　　40万円　　　地区より獲得したマスク　　15万円

（八尾市立病院分）
　　　　　　　　　　　　 7,270,205円　　　鍋島会員、笠井他、八尾市役所及び
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　国際交流センターへ飛沫防止パネル　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 158万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野会員、八尾市民への通信費　400万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野、濵岡、井川、小林、田中、児林、曽家、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中、笠井　　　　　　　輝 90万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　合　計　　　　14,420,250円

　つまり、本年度皆様からお預かりしたニコニコの寄付金5,220,000円は、地区より獲得
した補助金および会員有志の貴重な浄財とあわせて14,420,250円の奉仕額（ニコニコの
約2.7倍）として、地元地区の奉仕を受ける事を必要としている受益者や行政、市機関等に
奉仕させて頂きました。有難うございました。

　最後に受賞に見る本年度の検証をさせて頂きます。
　別紙 資料２は、ロータリー会長賞の受賞に関する説明書であります。ご覧になれば分
かります様に、当年度は「新しいクラブをつくる」という一項目を除いて、全項目達成とな
りました。
　もともと上段の９項目より５項目目９項目目より５項目の達成を要求されておりまし
たが、新型コロナウイルスの影響を考慮して、３項目ずつの達成で良い事に変更になりま
したが、当クラブはほぼ全項目で達成となりました。又、右欄の４項目の内３項目に上の
達成となるので、通常の会長賞にあわせてロータリー会長賞プラチナ賞の獲得を予定して
おります。これも一重に八尾ロータリークラブの会員の皆様の質の高さと努力のたまも
のと思います。本年度は皆様のお陰を持ちまして良い年度とする事が出来ました。本当
に有難うございました。

　2019～2020年度八尾ロータリークラブの幹事という大役を仰せつかり、緊張の連続で
した。理事役員及び会員皆様のご協力とご理解で、１年間無事年度を終わることができま
した。心より感謝を申し上げます。今後も八尾ロータリークラブの為に私ができること
は、精一杯頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

56期　山本昌市年度
57期　菅野茂人年度
58期　山本勝彦年度
59期　笠井　実年度

47
46
48
34

例会数 会員数集金額 １回当り集金額 １回１人当り金額

54
58
60
68

1,383
1,355
1,439
2,257

3,510,160
3,615,000
4,138,000
5,220,000

74,684
78,587
86,208

153,529

ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロータリー戦略計画の優先事項を
支えるために、以下に挙げられた活動項目を達成したクラブを称えることを
目的としています。クラブは、これらの項目を達成するために丸1年間をかけ
て取り組みます。

クラブがMy ROTARYでクラブ・会員の情報を更新している限り、多くの項
目の達成状況は、国際ロータリーで自動的に確認することができます。い
くつかは、ロータリークラブ・セントラルなどのオンラインツールを使って、
クラブが達成状況を入力する必要があります。ロータリー賞の受賞資格を
満たすには、年度開始時から終了時までクラブが正規にRIに加盟してい
ることが条件となります。2019年7月1日時点の会員数と比較して算出さ
れ、2020年7月1日時点の会員数が確定する2020年8月15日以降に表彰
されます。

人びとをつなぐ
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ会員増強委員会を設置し、その委員
長を国際ロータリーに報告する。

  会員1名の純増を達成する。

  既存会員と新会員の維持率を維持または改善する：

  クラブの会員維持率を1ポイント上げる。 または

  2018-19年度のクラブの会員維持率が90％以上である場合、これを
維持する。

  女性会員または40歳以下の会員1名の純増を達成する。

  会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社会にあるビジ
ネスと専門職の実情に沿った会員基盤を築くために活動する。

 新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会共同隊のスポンサーま
たは共同スポンサーとなる。 

  インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱または共同提唱
する。 

  ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーでネットワークを広げ
る機会を紹介する。 

  青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。 

行動する
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ財団委員会を設置し、その委員長を
国際ロータリーに報告する。 

  奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。 

  年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少なくとも100米ドルとな
る。 

  ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした行事を
開く。 

  ロータリーの6つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉仕プロ
ジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。 

  クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティア活動に
費やした時間、募金額など）をRotary.orgに投稿する。

  企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを継続または確立し、
プロジェクトで協力する。 

  ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変える行動人」キ
ャンペーン用広告・資料、その他の関連資料を活用する。 

  クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメディアと話す機会
を手配する。 

2019-20年度　 
ロータリークラブ対象のロータリー賞 

2019-20年度　 
ロータリー会長特別賞 

ロータリークラブ対象 
ロータリー賞を達成し、さらに以下から1項目を達成した場合「シルバー賞」、 
2項目達成で「ゴールド賞」、3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

  リーダーをつなぐ：会員5名以上の純増を達成する。 

  家族をつなぐ：会員の家族、青少年プログラム参加者や地域社会のその
ほかの人たちが参加できる家族志向の奉仕プロジェクトを実施する。

  職業や専門知識をつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシッ
プ、自己研鑽、専門能力開発プログラムなどを開始または継続する。

  地域社会をつなぐ：少なくとも月に4回、ソーシャルメディアでクラブとそ
の奉仕活動の情報を発信し、クラブ会員がいかに「世界を変える行動
人」であるかを示す。 

なお、今年度は、ロータリー賞の必須項目を達成し、さらに追加項目から 
1～3項目を達成したロータリークラブに、ロータリー会長特別賞が贈られます。

資料２

× ←  この項目以外すべて達成×

2019年度 奉仕事業収支
収　　　入

支　　　出

金　　額摘　　　要

総　　合　　計

金　　額摘　　　要奉仕委員会

ニコニコ
地区補助金（輝）
地区補助金（ロータリーデー）
地区補助金（コロナ）
ＲＡＣ地区補助金
利　　息

5,220,000
530,172
270,000
500,000
200,000

33
6,720,205

83,198
83,198
10,648
10,660

274,841
499,389
502,480
50,880

1,348,898
1,130,000

109,072
1,239,072

354,701
1,360,864

61,540
20,660

276,864
11,410
20,000
69,880
30,000
33,000
20,000

100,000
100,000

2,458,919
6,160

94,035
409,698

9,000
518,893

1,071,225
6,720,205

会社訪問（飲み物・バス代・お土産）
　　　　　　　　　　合　計　①
八尾市文化芸術芸能協賛・振込手数料
八尾市市民憲章推進協議会会費・振込手数料
餅つきプロジェクト
ロータリーデー
コロナ事業
友愛・振込手数料
　　　　　　　　　　合　計　②
ネパール事業
台北東ＲＣ祝い金・お土産
　　　　　　　　　　合　計　③
自然の中で協賛・飲み物・振込手数料
輝（不登校対策）
ＲＹＬＡ登録・振込手数料
東大阪ＲＣラグビー事業協賛
インターアクト海外研修・振込手数料
インターアクト例会会食費
金光八尾高校文化祭祝金
インターアクト年次大会登録・振込手数料
忘年家族会（金光八尾高校２名）
餅つきインターアクトバス代
金光八尾高校卒業祝い
インターアクト活動費
子ども食堂
　　　　　　　　　　合　計　④
ローアクトクラブ認定料・振込手数料
会議費
旗・テーブル・椅子・鐘・ホワイトボード振込手数料
１/15 会食費３名分
　　　　　　　　　　合　計　⑥
今年度発生した繰越金　⑦
総合計　①+②+③+④+⑤+⑥+⑦

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

青少年奉仕委員会

ＲＡＣ委員会

} 約15万円

八尾ローターアクトクラブ候補生活動報告書

八尾ＲＣ：児林委員長・曽家・田中
八尾ＲＣ：小谷副会長・吉田幹事・濱岡・稲田・川田・柏木
　宮川・大槻・山本・相馬・田中
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・井川・濱岡・藤田・友田・田中
地区ローターアクト委員長：菅本泰年
地区副幹事 柳澤大輔
吹田ＲＣ：井川亜里紗　　東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・田中祐子
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・佐野
　井川・稲田・田中・相馬・山本・曽家・友田
八尾ＲＡＣ候補生：
　児林成輝・児林皇輝・加藤千尋・樽井大樹・富永達也・芝田和樹・
　小林佑希・栗山休恭章・大井将嗣・東中愛果・松本祐希・金村哲寛・
　田中聡一郎・滝澤俊兵・赤池保人・斉藤智文
八尾ＲＣ：藤田
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章

八尾ＲＣ：児林委員長・田中・曽家
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・大井将嗣
八尾ＲＣ：笠井会長・濱岡・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・松山聖矢・松田真優佳
八尾ＲＡＣ候補生：有田伊織
八尾ＲＡＣ候補生：赤池保人・倉角和哉
東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・倉角和哉・丸田優輝樹
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・富永達也・芝田和樹・
　山岡美那・児林成樹・上農梨花
東大阪ＲＡＣ：
　松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子・桑田杏奈
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・松山聖矢・
　有田伊織・大井将嗣・北山弾也・児林皇輝・丸田優樹・東中愛果・
　倉角和哉・川口哲生・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：小谷副会長・曽家・田中・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・
　小林佑樹・倉角和哉・金谷光泰
八尾ＲＡＣ候補生：小林佑樹・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡
　藤田・友田・曽家・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・小林佑樹・倉角和哉・
　金谷光泰・加藤千尋・栗山恭章・有田伊織・北山弾也
天王寺ＲＣ：西浦
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・児林委員長・濱岡・稲田・新宮
　宮川・大槻・藤田・友田・曽家・相馬・山本・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・松山聖矢・有田伊織・大井将嗣・金谷光泰・赤池保人・
　滝澤俊兵・倉角和哉・芝田和樹・富永達也・中村和希・丸田優樹・
　中熊麻衣・北山弾也・児林成輝・志綾香・志樹理梨亜
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡・
　稲田・新宮・宮川・大槻・藤田・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・倉角和哉・
　丸田優輝樹・有田伊織・金谷光泰・北山弾也・中村和希・丸田優樹
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・有田伊織
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・有田伊織・松本祐希・栗山恭章・小林祐希
八尾ＲＣ：曽家
八尾ＲＡＣ候補生：
　倉角和哉・中村和希・大井将嗣・丸田優樹・栗山恭章
八尾ＲＣ：川田・新宮・藤田
八尾ＲＡＣ候補生：滝澤俊兵・北山弾也
八尾ＲＣ：吉田幹事・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＣ：小谷副会長・友田
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・有田伊織・川口哲生
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松山聖也・小林佑樹

東大阪ＲＡＣへ見学
東大阪ＲＡＣへ見学

大阪西南ＲＡＣへ見学
初顔合わせ

大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪梅田ＲＡＣ天満橋ＲＡＣ
　　 合同例会への参加
枚方ＲＡＣ大阪梅田ＲＡＣ
東大阪ＲＡＣの合同例会へ参加
大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪東ＲＡＣ例会へ参加
大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加
イルミネーション点灯式

シンポジウム

もちつき大会

ＲＡＣ忘年会

矢野監督の講演会
役員選別会

第一回模擬例会

第二回模擬例会

かるた大会
地区献血

大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加

東大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪南ＲＡＣ例会へ参加

大阪西南ＲＡＣ例会へ参加

Uコミュニティホテル
Uコミュニティホテル

大阪富国生命ビル
籠の屋

ハービスPLAZA６F

大阪キャッスルホテル３F

クレオ大阪東

阪急グランドビル26F

大阪産業創造会館
天王寺
本町公園

大阪国際会議場

ひのき苑

味園

商工会議所
八尾市ＢＢＳ

リノアス７F

リノアス７F

東大阪アリーナ
京橋駅前

天王寺

Uコミュニティホテル

大阪ガスビル食堂

南船場

扇町スタジオ

19:30～21:00
19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:30

19:30～21:00

19:30～21:00

18:00～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:00
16:30～18:00

16:00～17:30

10:00～14:30

19:30～21:00

13:00～13:30
19:30～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00

9:00～14:00
11:30～16:00

19:30～21:00

19:30～21:00

19:00～20:30

19:30～21:00

19:30～21:00

８月21日
10月２日

10月23日
10月25日

11月５日

11月６日

11月16日

11月19日

11月21日
11月26日
12月７日

12月14日

12月21日

12月27日

１月15日
１月16日

１月27日

２月３日

２月９日
２月16日

２月18日

２月19日

２月21日

２月25日

２月26日

資料１
開 催 日 時 　 間 開 催 場 所 活 動 名 称 参 加 者 （敬称略）



会 長　笠　井　　実

本年度を振り返って

御　　礼

-１- -２- -３- -４- -５-

　本年度一年間は、会員の皆様並びに関係各位皆様に大変御世話になり有難うございまし
た。
　2019～2020年度の当クラブのテーマは、Ｔhe Pursuit True Service and Friendship

「真実の奉仕と親睦を探求する」でありました。私くしは、このテーマを全うすべく全力で
取り組んでまいりました。以下では、本年度の活動報告を具体的にご報告させて頂きま
す。
　クラブ管理運営委員会は小谷副会長を筆頭に大変ご活躍いただきました。この分野は、
クラブ奉仕部門ともいわれ、会員からお預かりした会費をもって、会員各位にサービスを
行う分野であります。この分野が十分に機能する事により、ロータリーライフがより楽し
く充実します。本年度は、小谷副会長のご指導により、各委員会が大変活発な活動を行い
すばらしいロータリーライフを構築していただきました。
　会員増強委員会では、中川廣次委員長のもと、小林副委員長、松井委員、児林委員、平尾
委員はもとより、多くさんのメンバーが増強活動に邁進して頂き、佐々木会員・松岡会員

（以上２名再入会）・倉内会員・鍋島会員・三木会員・森川会員・福村会員・谷口会員の
合計８名もの会員の入会を頂きました。これは2003年大槻美佐夫会長年度の８名以来の
16年ぶりの快挙であります。中川廣次委員長には、大変ご苦労をおかけしました。本当に
ありがとうございました。
　出席委員会は、大槻委員長にご尽力いただき、特に2020年１月15日には、阪神タイガー
スの矢野燿大監督をお招きした際には100％出席例会を開催して頂きました。本当に有難
うございました。
　親睦活動委員会では、山本勝彦委員長、澁谷副委員長はもとより、委員会メンバーにも大
変ご協力頂きありがとうございました。ロータリーの目的は親睦と職業奉仕にあります。
まさに親睦という重要な目的をもって、山本勝彦委員長は、この強い信念を伺わせる熱心
な活動を行って頂きました。2019年７月には久保惣美術館・スターゲイトホテル54階の
レストランスターゲイトを紹介頂きました。ホテルからの眺望は本当に素晴らしく、多く
さんのメンバーが、関西国際空港から飛行機の発着を目を輝かせながら見ておられたの
が、本当に印象的でした。また９月16日には滋賀県陶芸の森と料亭「魚松」でまったけと
近江牛の食べ放題にお連れいただきました。また12月11日には、コンラッドホテルにお
いて、昨年に続いて、大変豪華な忘年会を開催して頂きました。2020年５月に企画されて
おられた越中八尾の「曳きまわし」は新型コロナウイルスの流行の為、中止となったのが残
念です。以上のように山本勝彦委員長には、親睦の重要性を十分に理解され、各メンバー
の親睦の向上の為に大変努力されました。山本委員長大変お世話になりました。
　プログラム委員会におかれましては、長竹委員長が大変素晴らしい運営を行って頂きま
した。卓話は例会の華と言われます。質の高い卓話者が多くさん訪れる事によって、ロー
タリーの会合はより充実し、これが出席率の向上にも繋がります。本年度は行政からは、

松井大阪市長（日本維新の会党首）、大松八尾市長、藤原八尾消防長、佐藤警察署長の皆様
をお迎えして、各方面の新しい情報や政治の話や日本の未来の話など、大変有意義な時間
を過ごす事が出来ました。又、エンターテーメントからは、阪神タイガースの矢野燿大さ
んや、クラシックの調べチェロのアンサンブルでストリングストリオの皆様にお越し頂
き、豪華で格調高い時間を提供いただきました。又、地区からは四宮ガバナーの公式訪問
はもとより、溝畑正信氏、（ポリオ根絶）、泉博朗パストガバナー（ローターアクトの意義）
山﨑修一地区職業委員会委員長（職業奉仕根幹の根幹）、吉田会員（大阪中央ＲＣ）、ロータ
リー学友ディネスシュレスタさん（米山奨学制度と米山学友について）等にお越し頂き、
ロータリーの専門的な知識について卓話頂き大変有意義でありました。
　又、メンバーからは、佐々木会員より（ガン治療あれこれ）や寺坂会員・宇野会員にロー
タリーと企業経営についての卓話を頂きました。
　又、専門分野からは、エキスパートリンクの松田様より経費削減や、西村貴好様より（ほ
め達が人と組織を活性化）などの卓話を頂きました。他にも八尾ロータリークラブの各委
員長、メンバー様に大変素晴らしい卓話を多くさん頂戴頂き、有難うございました。
　「楽しく為になる」が私の例会に対するモットーです。この目的を達成すべく、長竹委員
長には、大変お世話になりました。本当に有難うございました。
　クラブ研修委員会におかれましては、野村委員長が、2019年９月11日にロータリー歴の
浅い会員を対象とした研修委員会および懇親会を開催して頂きました。又、2020年５月
に予定されていた、第２回研修事業は残念ながら中止となりました。一年間ご苦労様でし
た。
　クラブ広報委員会は、新宮委員長、吉本副委員長、福田委員、相馬委員、竹中委員の各位
が大変ご活躍頂きました。広報は、各方面に八尾ロータリークラブ知名度を上げて、新入
会員の増強につなげると共に、メンバーにも正しくて新しい情報を伝える為に大変重要な
委員会であります。活動としては、2019年９月18日に国道170号線のアクロスプラザの
対面に、八尾ロータリークラブの屋外看板を設置して、ロータリーの知名度の向上をめざ
しました。又、10月には笠井による動画の作成をし、内外にロータリーの活動をアピール
しました。
　又、My Rotaryは現在68名中45名の登録を頂き（66％）ロータリークラブセントラルへ
のＰＲ活動実施すると共に八尾ロータリークラブホームページ、ウエブサイトの改修も完
了しました。毎月１回（休止期間を除く）「ロータリーの友」紹介頂き、吉本会員には例会開
催の度に会報作成頂きました。また2020年１月28日にはＦＭちゃおにおいて収録し、八
尾ロータリークラブの紹介をして頂きました。当日は川田社会奉仕委員長、児林国際奉仕
委員長、と笠井が出演し本年度のロータリー活動について熱弁をふるい詳しく紹介しまし
た。この模様は2020年１月31日12時と19時と23時の３回の45分間ＦＭちゃおにおいて
放送されました。ロータリーのメンバー各位や地元の皆さん地区の皆様に向けて幅広く
広報活動を行って頂き本当にありがとうございました。
　越中八尾ロータリークラブ担当委員会におかれましては、新型コロナウイルスの流行の

為に、２月５日の公式訪問一回のみとなりました。澁谷委員長、濵岡副委員長、児林委員、
宮川委員ご苦労様でした。
　ＳＡＡ委員会は稲田委員長のもと、佐野会員、中川（將）会員、大槻会員、北野会員、友田
会員、曽家会員、鼓呂雲会員、平尾会員が副委員長を務めて頂き目覚ましい活躍をして頂き
ました。食事の質の向上や、ナイト例会の開催等大変ご尽力いただきました。特に素晴ら
しかったのが、ニコニコの集金額の多さであります。ここ４年間のニコニコ額の推移をみ
ると　　　　　　　　　　　　　　　　

以上で分かる様に本当に熱心な勧誘によって大変多く獲得して頂きました。言うまでも
有りませんが、管理部門の原資は会員の支払う会費で、まかなわれますが、奉仕部門の原資
はニコニコの集金収入でまかなわれます。本年のＳＡＡ委員会の皆様は、この事をよく理
解され、会員各位に何度も何度も繰り返し、ニコニコへの協力を訴え理解を得た結果が出
ていると思います。ＳＡＡ委員会の皆様、ご苦労様でした。本当に有難うございました。
　職業奉仕委員会におかれましては、職業奉仕の理念を正しく理解する為に、地区職業奉
仕委員長山﨑修一様や井川会員に卓話を頂きました。又、メンバーの職業スキルを向上さ
せるために１月22日帝国チャックの寺坂会員、アーテックの宇野会員に例会時に卓話して
頂いた後に、企業見学を行いました。八尾ロータリークラブでも特に素晴らしく経営を
行っておられる両企業を訪れ、メンバーの皆様共々大変勉強させて頂きました。又、２月
12日にはエキスパートリンクの松田様に「経費削減」に関する卓話を、６月24日には、北野
秀樹様にコロナウイルス関連融資に関する卓話を頂きました。今年は職業奉仕において
も充実した企画をして頂きました。西村会員本当にご苦労様でした。有難うございまし
た。
　社会奉仕委員会では、川田委員長、柏木副委員長、中島委員、高井委員、奧谷委員、佐々木
委員、川村委員のメンバーにご活動頂きました。今年はロータリーメンバーだけではな
く、八尾ＲＡＣ予定者や東大阪ＲＡＣのメンバーや金光八尾のインターアクトメンバー
や、不登校対策支援事業「輝」のメンバーも巻き込んで、様々な事業を展開して頂きました。
　本町２丁目のイルミネーションの点灯式や高齢施設での餅つき大会等を多くさんの
方々の参加でもって、盛大に行って頂きました。又、３月～５月の例会休会中にも、八尾
ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業を行って頂き、地区の四宮ガバナーから
もお褒めの言葉を頂きました。又、地区の「友愛」の事業にも参画し、八尾市立病院に使い
捨てマスク3,000枚布マスク200枚を寄贈して頂きました。有難うございました。

　国際奉仕委員会におかれましては、児林委員長、濵岡委員を中心に熱心に国際事業に取
り組んで頂きました。世界の最貧国の１つであるネパールにおいて、「命の水　教育の場
を求めて！！」の事業を行って頂きました。これは、山脈からパイプラインを敷き生活用
水を確保し、識字率の向上のための教育の場を提供する活動で素晴らしく成果を上げて頂
きました。又、年末には、メンバーの家族も多数巻き込んで、ネパールに於いて、医療キャ
ンプに参加し、角膜手術の支援事業に参加して頂きました。本当にご苦労様でした。又こ
れらの事業において八尾ロータリークラブからの資金拠出にも限界が有ることから、児林
委員長、濵岡会員、小谷副会長や、吉田幹事からも資金の提供を受けました。本当に有難う
ございました。ご苦労様でした。
　ロータリー財団委員会におかれましては、北野委員長が中心となり活動して頂き、卓話
を通じて、ロータリー財団への理解を深めると共に年次基金として一人当たり150$の寄
付金達成に、成功されました。本当にご苦労様でした。有難うございました。
　青少年奉仕委員会におかれましては、田中委員長、宮川副委員長、西委員、藤田委員、山
本（隆）委員、友田委員のメンバーで活動を行って頂きました。委員会は毎月行われ、活動
としても　①金光八尾高校インターアクトクラブ活動参加支援活動　②自然の中での活
動　③リーダー研　④地区青少年事業の参加　⑤こども食堂の支援　⑥不登校生対策

「輝」事業の設立協力運営協力　⑦八尾ローターアクトクラブの設立　⑧ＲＹＬＡ受講へ
の参加。２名動員などのすべての項目で目標達成されました。中でも八尾の不登校生支
援活動においては、八尾ロータリークラブでは設立費用の40％以上に当たる136万円もの
資金を地区からの協力も得て拠出しました。又、2020年６月22日には、八尾ロータリーク
ラブの有志７名が政府からコロナ対策で得た10万円を出して70万円の浄財を「輝」に寄付
しました。これは５月の理事会で、児林国際奉仕委員長が、国から得たお金で何か良い事
をしようという提案があり、八尾ロータリークラブが中心となって設立した「輝」が新型コ
ロナウイルスの影響も有り、企業からの寄付金が細っているのと50名の生徒を集めるの
が、コロナウイルスによって遅れている為、運営費用が当初予算よりも大きく不足してい
て運営に窮しているという事なので、資金を供給することにしました。具体的には佐野会
員、濵岡会員、井川会員、小林会員、田中委員長、児林会員、笠井の７名で70万円を寄付し
ました。
　又、ローターアクトクラブ設立にも大変ご尽力頂き、気の遠くなる様な準備に次ぐ準備

（別紙 資料１）を重ねて、2020年２月５日に国際ロータリークラブより正式に認証され、
正式に発足されました。その後、他のローターアクトクラブ見学と八尾ローターアクトク
ラブの模擬例会を重ねる予定でしたが、新型コロナウイルスの流行により、活動が停止さ
れ、四宮ガバナーを迎えても認証状授与式も無期延期となりました。次年度以降の八尾
ローターアクトクラブの理事役員も固まっており、既に次年度に向けての歩みを始めてお
ります。６月29日には、八尾ローターアクトクラブの本年度最終例会を迎えます。今後の
ローターアクトクラブの活動にも田中会員及び田中祐子元東大阪ＲＡＣ生様にご活躍頂
けます様よろしくお願い致します。田中委員長本年度は本当にご苦労様でした。有難う
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ございました。
　米山奨学委員会は、松井委員長、山陰副委員長、山本（義）委員」によって活動して頂きま
した。米山奨学制度に対しての意識調査を行い、地区の委員会にも問題提起行い、地区の
米山委員会にも八尾ロータリークラブに来て卓話をいただく予定でしたが、新型コロナウ
イルスの影響で、中止となり大変残念です。又、新型コロナウイルスで、例会休会中にも米
山の勉強会を、大阪中央ロータリークラブの吉田会員と米山奨学学友会のディネスシュレ
スタさんを招き行いました。大変有意義な勉強会となり、特に吉田様の「米山奨学生を見
るな米山学友を見ろ」と言う言葉は今も心の中に残っています。松井委員長本当にご苦労
様でした。有難うございました。
　インターアクト委員会は曽家委員長、児林副委員長、大槻委員、竹原委員で活動して頂き
ました。当クラブのインターアクトクラブは30年もの歴史が有り、年を重ねるごとに活発
に活動されております。金光八尾のインターアクトクラブは、人数においても活動の質に
おいても、2660地区内で、最大のクラブとしての地位を確立しておられます。曽家委員長
も大変熱心に活動され、金光八尾中高学校へバザーの商品をメンバーから募り寄付され、
そこでの売上をロータリーのポリオ根絶の為の基金に寄付される等、素晴らしい活動をし
て頂きました。又、本年度は多くの金光八尾インターアクトクラブのメンバーや顧問の先
生方が八尾ロータリークラブの夜間例会やもちつき大会等にも積極的に参加して頂きま
した。有難うございました。　
　ローターアクト委員会は、児林会員を委員長にして総勢20名ものメンバーで活動して頂
きました。ローターアクトクラブの設立は、八尾ロータリークラブとしては、30年前にイ
ンターアクトクラブを設立して以来の一大事業でありました。初代委員長の児林会員に
大変ご苦労をおかけしました。
　おかげ様を持ちまして、2020年２月５日には、国際ロータリーにおいて八尾ローターア
クトクラブを正式に認証を受けました。現在約30名もの八尾ローターアクトクラブ生が
在籍しておりますが、新型コロナウイルスの影響で活動中止もあり、次年度にむけての準
備をしておられます。今後八尾ロータリークラブ・八尾ローターアクトクラブ・八尾イ
ンターアクトクラブの３クラブは共に益々発展する事を願ってやみません。児林ロー
ターアクトク委員長、本年は本当にご苦労様でした。有難うございました。

　以上で各委員会活動のご報告並びに各委員長、委員各位に対する御礼とさせて頂きま
す。
　次に八尾ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業をご紹介します。

八尾ロータリークラブ新型コロナウイルス対策事業について
　2020年４月10日金曜日17時１分に、2660地区より当クラブに１通のメールが送信され
ました。それは、2660地区がコロナウイルス対策として、１クラブ50万円を上限として、
400万円の補助金を受付ける旨のメールでありました。送信時間が金曜日の17時１分で

あり、ほとんどのクラブの事務局は17時に終了しているので、このメールをクラブ関係者
が目にするのは13日の午前中になります。私も13日にこの補助金を使い、コロナウイル
スの為にやり残した事業を何とかしてやり遂げたいと思い奔走しました。
　先ずやり残した事と言えば、里親会に対する事業でありました。当初東大阪里親会の里
子、その兄弟、里親を連れて八尾ローターアクトクラブ会員にも手伝ってもらって、白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を予定していたが、３月よりクラブの全ての行事が中
止され、この事業も例外ではありませんでした。そこで里親会の方々にコロナ対策をしよ
うと考えました。方法としては、学校休校中に使用出来る教育資材や消毒液、マスク等の
配布が候補に挙がりましたが、教育資材を配布はまんべんなく効率よく配布するのは難し
いという観点から外され、消毒液で進み始めました。
　相馬会員、川田会員と相談しながら先ず幹事・副会長の了承を取り付け、理事役員も一
人一人電話で了解してもらい、安堵していたのも束の間、４月14日の11時頃、消毒液が厚
生労働省の基準を満たしている確証が取れないとの指摘を受け、急遽消毒液をマスクに変
更する判断を下しました。宇野会員に連絡を取り、外出先より会社に電話をして頂きマス
クの見積書をもらい、飯田エレクトに連絡して今日中にサインが必要なので夕方まで会社
に待機する様お願いをしました。相馬会員が、15時から補助金申請書の作成作業に入れる
と伺い、15時前より相馬会員の会社近くで待機していたところ、携帯電話で連絡を受け、
申請書を頂きに上がりました。その場で本年度会長のサインを書き、その足で飯田会長エ
レクトの会社の近くまで赴きエレクトのサインを頂き申請書をその足で相馬会員の会社
へ届けて地区への送信を依頼しました。その後、相馬会員の最終チェックを経て14日の
18時１分に地区への申請を完了しました。
　13日午前中に見た補助金を14日の夕方には完成させましたが、400万円の補助金は80
クラブ中８件分しかなく、かなり過酷な争奪戦だったようです。当クラブの申請は、皆様
のお陰を持ちましてギリギリで滑り込む事が出来ました。
　４月27日16時に里親会を川田社会奉仕委員長、川村会員、児林会員と笠井が訪れ、直接
マスクを手渡しました。アドベンチャ－ワ－ルドの事業が中止になり、沢山の子供達に泣
かれたとの話を伺い断腸の思いでしたが、いつの日か八尾ロータリークラブとして白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を行いたい旨を告げて贈呈式を終了して、４月28日に
は当クラブが最大のスポンサーとして立ち上げた不登校生の教育機関である輝と、子供食
堂の子供達の為のマスクの贈呈式を行いました。輝と子供食堂の代表である浦上氏は、

「貴重なマスクを頂き本当にありがとうございます。」と喜んで頂きました。
　当日は田中青少年委員長、小谷副会長、吉田幹事、吉本会員、笠井の５名で贈呈式に参加
しました。この模様は、４月30日の読売新聞にも掲載されました。
　この地区の補助金とは別に同時進行で八尾市役所への飛沫感染予防板の贈呈事業を進
めていました。2020年４月15日に所用で八尾市役所を訪問した際に当時の市役所にコロ
ナウイルスの飛沫感染対策が何も無かった事に愕然として、直ちに市役所に防止板を寄贈
しようと思いました。そこですぐに八尾ロータリークラブの松井会員に連絡を取り、八尾

市に防止板を寄贈したいとの旨を、市長に伝えて頂ける様にお願いをしました。松井会員
は早速市長に連絡を取って頂き、４月16日朝に市長を訪れる約束を取って頂きました。
　そして４月16日朝一番に大松市長と面会し、「喜んで頂戴します。」との回答を頂きまし
た。当初は市役所の１階部分に設置する予定でしたが、市の職員の方が市役所の全館と、
出張所と、図書館の分もと言われたので、初めの予算を大幅に上回りましたが、どうせなら
喜んでもらえる方がよいと思い引き受ける事にしました。
　この防止板は、当社のＰＥＴボトル100％リサイクル高透明板を使用し、大阪府から出
たＰＥＴボトル原料を使用している為に「大阪もん」の認定を受けており、国のエコマーク
の認定も受けています。又、大松市長との約束で市役所で不要になった際には全てを引
取、当社で再利用することになっています。
　原板の製造は笠井産業株式会社が行い、原板をカットするのは、八尾ロータリークラブ
の会員である鍋島さんの会社である伊豆田株式会社で行い、書類の受け渡しの際の開口部
の抜き加工を株式会社八尾パッキングが行い、防止板を立てる為に使う折り曲げ加工を広
志工房が行いました。この防止板は八尾の業者で完成されています。
　当初はプレートの加工賃は全て笠井産業株式会社が支払う覚悟をしていましたが、加工
業者の３社が３社共、八尾市と八尾市民の為に役立てるなら無償で協力したいとの申し入
れがあり、大変嬉しく思いました。
　これはまさに、ロータリークラブで学んだ職業奉仕事業が実践出来たと言えます。職業
奉仕の定義は、「高い倫理観、道徳性、高潔性を持ち、相手の立場に立って思いやりを持って
天職である職業に励み、これを業界にも広げて行く」とあります。いつも一緒に仕事をし
ている方々にも職業奉仕の理念を理解されている事が本当に嬉しかったです。これで松
井会員と鍋島会員と笠井とあと業会の方も巻き込んだ八尾ロータリークラブの事業が１
つ完成しました。
　そしていよいよ４月24日の贈呈式の日がやって来ました。当日は松井会員、吉本会員、
鍋島会員、加工業者の広志工房の前原氏、株式会社八尾パッキングの水舎氏、笠井産業株式
会社の社員２名、笠井、私の嫁と長兄を連れ市役所の１階で贈呈式に臨みました。市役所
全フロアーに防仕板が並んでいるのを見て、これで市役所を訪れる市民と市職員の安全に
少しでも役立てると思うと本当に嬉しかったです。尚、この模様は４月25日産経新聞を始
め、４月25日毎日新聞、４月28日の読売新聞等にも掲載されました。
　この他にも、八尾ロータリークラブの親睦と職業奉仕が結実した事業が有ります。それ
は宇野会員の株式会社アーテックが輸入したマスクを、松っちゃん給食の小林会員が学校
給食の休業により過剰になった人員約100名を派遣し、検品作業を補助し、八尾市が検品
場所として、市の体育館を無償で貸与する一方、八尾市の名前の入ったマスク購入権を、株
式会社アーテックのコスト負担（約400万円）で日本郵政のポスティングシステムを利用
して、八尾市全戸（約13万世帯）に配布させる。 
　そのマスクの引き渡し場所を、シグマ薬局の奥谷会員の８店舗と松ちゃん給食の２つの
事業所が担うというものです。価格は50枚入り１箱2,690円で１世帯２箱まで買う事が出

来ます。
　「ロータリーの親睦は出席から」と言われますが、20年近い歳月が３社に大きな親睦関
係を築き、今回の事業に繋がりました。これは本当にわがクラブにとって喜ばしい出来事
であります。又、今回事業を行う事によって、小林会員、宇野会員、奥谷会員の3会員の親
睦がより深まる事を祈って止みません。尚この模様は５月３日の毎日新聞に掲載されま
した。尚、宇野会員は、この他にも八尾市の教員の方々に１人当たり10枚ずつ、計1,300枚
のマスクを無償で提供されました。これも含めて、八尾ロータリークラブの活動にする様
申し出て頂きました。
　その他にも八尾ロータリークラブの宇野会員と佐野会員が、八尾市立病院でマスクが不
足しているということを知り、10,000枚のマスクを八尾ロータリークラブの事業として寄
贈されました。佐野会員は何十年間も親子２代に渡り、海外で毎年学校や図書館を寄贈さ
せており、今回の寄贈はご本人にすれば額も少なく、恥ずかしいので匿名にして欲しいと
の事でしたが、同クラブ内の事なので、公表させて頂きます。ありがとうございました。
　その後、地区からの新型コロナウイルス対策事業として「友愛」の事業が提案され、八尾
ロータリークラブもこれに参加し、地区に頂いた使い捨てマスク2,000枚と布マスク200
枚と八尾ロータリークラブより1,000枚の使い捨てマスクを寄贈しました。
　又、その他にも八尾ローターアクトクラブ会員の北山会員も、八尾市に2,000枚のマス
クを寄贈されました。出来たばかりの八尾ローターアクトクラブ会員の間にも奉仕の心
がどんどん育ちつつある事を聞くに至り、大変嬉しく心強く思います
　この様に、地区から提案された補助金をきっかけに、今まで述べてきた様に八尾ロータ
リークラブの新型コロナウイルス感染対策事業は大きく花開きました。ロータリークラ
ブの活動は、池に１つの石を投げた時に、波紋がどんどん広がっていく様なものだと教わ
りました。
　新型コロナウイルスの影響で、メンバーも集められないし例会も出来ず、活動資金であ
るニコニコ箱の集金さえ出来ない現状でありますが、私達八尾ロータリークラブには長年
多くのメンバーが、親睦で培った信頼関係や職場奉仕で学んだ相手を思いやる心や、奉仕
の心が有ります。この八尾ロータリークラブの心を持って、メンバー全員が新型コロナウ
イルスとの戦いに必ずや打ち勝つ事を確信しております。
　最後に四宮ガバナー初め、福家財団委員長からタイムリーな補助金を頂いたお陰で、私
の年度として素晴らしい事業総仕上げができました。本当にありがとうございました。
　また、本年度の最終事業として、国より国民１人当り10万円支給された補助金で何かよ
い事をしようと言う児林会員の提案を受けて、八尾ロータリークラブが主宰して設立され
た不登校児童対策機関である輝が、新型コロナウイルスの影響で資金が不足しているとい
う事を聞きつけ、メンバー有志で寄付する事になりました。佐野・井川・小林・田中・濵岡・
児林・曽家・竹中・笠井の９名で、90万円の資金を寄付しました。
　次に数字で見た八尾ロータリークラブの奉仕部門のご報告をさせて頂きます。

他に地区よりマスク2,000枚　　　　　　　　 奉仕部門個人負担分
布マスク200枚　　　　　　　 　　　佐野会員、宇野会員マスク　 52万円
次年度以降地区補助金獲得額　　40万円　　　地区より獲得したマスク　　15万円

（八尾市立病院分）
　　　　　　　　　　　　 7,270,205円　　　鍋島会員、笠井他、八尾市役所及び
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　国際交流センターへ飛沫防止パネル　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 158万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野会員、八尾市民への通信費　400万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野、濵岡、井川、小林、田中、児林、曽家、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中、笠井　　　　　　　輝 90万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　合　計　　　　14,420,250円

　つまり、本年度皆様からお預かりしたニコニコの寄付金5,220,000円は、地区より獲得
した補助金および会員有志の貴重な浄財とあわせて14,420,250円の奉仕額（ニコニコの
約2.7倍）として、地元地区の奉仕を受ける事を必要としている受益者や行政、市機関等に
奉仕させて頂きました。有難うございました。

　最後に受賞に見る本年度の検証をさせて頂きます。
　別紙 資料２は、ロータリー会長賞の受賞に関する説明書であります。ご覧になれば分
かります様に、当年度は「新しいクラブをつくる」という一項目を除いて、全項目達成とな
りました。
　もともと上段の９項目より５項目目９項目目より５項目の達成を要求されておりまし
たが、新型コロナウイルスの影響を考慮して、３項目ずつの達成で良い事に変更になりま
したが、当クラブはほぼ全項目で達成となりました。又、右欄の４項目の内３項目に上の
達成となるので、通常の会長賞にあわせてロータリー会長賞プラチナ賞の獲得を予定して
おります。これも一重に八尾ロータリークラブの会員の皆様の質の高さと努力のたまも
のと思います。本年度は皆様のお陰を持ちまして良い年度とする事が出来ました。本当
に有難うございました。

　2019～2020年度八尾ロータリークラブの幹事という大役を仰せつかり、緊張の連続で
した。理事役員及び会員皆様のご協力とご理解で、１年間無事年度を終わることができま
した。心より感謝を申し上げます。今後も八尾ロータリークラブの為に私ができること
は、精一杯頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

56期　山本昌市年度
57期　菅野茂人年度
58期　山本勝彦年度
59期　笠井　実年度

47
46
48
34

例会数 会員数集金額 １回当り集金額 １回１人当り金額

54
58
60
68

1,383
1,355
1,439
2,257

3,510,160
3,615,000
4,138,000
5,220,000

74,684
78,587
86,208

153,529

ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロータリー戦略計画の優先事項を
支えるために、以下に挙げられた活動項目を達成したクラブを称えることを
目的としています。クラブは、これらの項目を達成するために丸1年間をかけ
て取り組みます。

クラブがMy ROTARYでクラブ・会員の情報を更新している限り、多くの項
目の達成状況は、国際ロータリーで自動的に確認することができます。い
くつかは、ロータリークラブ・セントラルなどのオンラインツールを使って、
クラブが達成状況を入力する必要があります。ロータリー賞の受賞資格を
満たすには、年度開始時から終了時までクラブが正規にRIに加盟してい
ることが条件となります。2019年7月1日時点の会員数と比較して算出さ
れ、2020年7月1日時点の会員数が確定する2020年8月15日以降に表彰
されます。

人びとをつなぐ
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ会員増強委員会を設置し、その委員
長を国際ロータリーに報告する。

  会員1名の純増を達成する。

  既存会員と新会員の維持率を維持または改善する：

  クラブの会員維持率を1ポイント上げる。 または

  2018-19年度のクラブの会員維持率が90％以上である場合、これを
維持する。

  女性会員または40歳以下の会員1名の純増を達成する。

  会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社会にあるビジ
ネスと専門職の実情に沿った会員基盤を築くために活動する。

 新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会共同隊のスポンサーま
たは共同スポンサーとなる。 

  インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱または共同提唱
する。 

  ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーでネットワークを広げ
る機会を紹介する。 

  青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。 

行動する
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ財団委員会を設置し、その委員長を
国際ロータリーに報告する。 

  奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。 

  年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少なくとも100米ドルとな
る。 

  ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした行事を
開く。 

  ロータリーの6つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉仕プロ
ジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。 

  クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティア活動に
費やした時間、募金額など）をRotary.orgに投稿する。

  企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを継続または確立し、
プロジェクトで協力する。 

  ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変える行動人」キ
ャンペーン用広告・資料、その他の関連資料を活用する。 

  クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメディアと話す機会
を手配する。 

2019-20年度　 
ロータリークラブ対象のロータリー賞 

2019-20年度　 
ロータリー会長特別賞 

ロータリークラブ対象 
ロータリー賞を達成し、さらに以下から1項目を達成した場合「シルバー賞」、 
2項目達成で「ゴールド賞」、3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

  リーダーをつなぐ：会員5名以上の純増を達成する。 

  家族をつなぐ：会員の家族、青少年プログラム参加者や地域社会のその
ほかの人たちが参加できる家族志向の奉仕プロジェクトを実施する。

  職業や専門知識をつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシッ
プ、自己研鑽、専門能力開発プログラムなどを開始または継続する。

  地域社会をつなぐ：少なくとも月に4回、ソーシャルメディアでクラブとそ
の奉仕活動の情報を発信し、クラブ会員がいかに「世界を変える行動
人」であるかを示す。 

なお、今年度は、ロータリー賞の必須項目を達成し、さらに追加項目から 
1～3項目を達成したロータリークラブに、ロータリー会長特別賞が贈られます。

資料２

× ←  この項目以外すべて達成×

2019年度 奉仕事業収支
収　　　入

支　　　出

金　　額摘　　　要

総　　合　　計

金　　額摘　　　要奉仕委員会

ニコニコ
地区補助金（輝）
地区補助金（ロータリーデー）
地区補助金（コロナ）
ＲＡＣ地区補助金
利　　息

5,220,000
530,172
270,000
500,000
200,000

33
6,720,205

83,198
83,198
10,648
10,660

274,841
499,389
502,480
50,880

1,348,898
1,130,000

109,072
1,239,072

354,701
1,360,864

61,540
20,660

276,864
11,410
20,000
69,880
30,000
33,000
20,000

100,000
100,000

2,458,919
6,160

94,035
409,698

9,000
518,893

1,071,225
6,720,205

会社訪問（飲み物・バス代・お土産）
　　　　　　　　　　合　計　①
八尾市文化芸術芸能協賛・振込手数料
八尾市市民憲章推進協議会会費・振込手数料
餅つきプロジェクト
ロータリーデー
コロナ事業
友愛・振込手数料
　　　　　　　　　　合　計　②
ネパール事業
台北東ＲＣ祝い金・お土産
　　　　　　　　　　合　計　③
自然の中で協賛・飲み物・振込手数料
輝（不登校対策）
ＲＹＬＡ登録・振込手数料
東大阪ＲＣラグビー事業協賛
インターアクト海外研修・振込手数料
インターアクト例会会食費
金光八尾高校文化祭祝金
インターアクト年次大会登録・振込手数料
忘年家族会（金光八尾高校２名）
餅つきインターアクトバス代
金光八尾高校卒業祝い
インターアクト活動費
子ども食堂
　　　　　　　　　　合　計　④
ローアクトクラブ認定料・振込手数料
会議費
旗・テーブル・椅子・鐘・ホワイトボード振込手数料
１/15 会食費３名分
　　　　　　　　　　合　計　⑥
今年度発生した繰越金　⑦
総合計　①+②+③+④+⑤+⑥+⑦

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

青少年奉仕委員会

ＲＡＣ委員会

} 約15万円

八尾ローターアクトクラブ候補生活動報告書

八尾ＲＣ：児林委員長・曽家・田中
八尾ＲＣ：小谷副会長・吉田幹事・濱岡・稲田・川田・柏木
　宮川・大槻・山本・相馬・田中
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・井川・濱岡・藤田・友田・田中
地区ローターアクト委員長：菅本泰年
地区副幹事 柳澤大輔
吹田ＲＣ：井川亜里紗　　東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・田中祐子
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・佐野
　井川・稲田・田中・相馬・山本・曽家・友田
八尾ＲＡＣ候補生：
　児林成輝・児林皇輝・加藤千尋・樽井大樹・富永達也・芝田和樹・
　小林佑希・栗山休恭章・大井将嗣・東中愛果・松本祐希・金村哲寛・
　田中聡一郎・滝澤俊兵・赤池保人・斉藤智文
八尾ＲＣ：藤田
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章

八尾ＲＣ：児林委員長・田中・曽家
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・大井将嗣
八尾ＲＣ：笠井会長・濱岡・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・松山聖矢・松田真優佳
八尾ＲＡＣ候補生：有田伊織
八尾ＲＡＣ候補生：赤池保人・倉角和哉
東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・倉角和哉・丸田優輝樹
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・富永達也・芝田和樹・
　山岡美那・児林成樹・上農梨花
東大阪ＲＡＣ：
　松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子・桑田杏奈
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・松山聖矢・
　有田伊織・大井将嗣・北山弾也・児林皇輝・丸田優樹・東中愛果・
　倉角和哉・川口哲生・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：小谷副会長・曽家・田中・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・
　小林佑樹・倉角和哉・金谷光泰
八尾ＲＡＣ候補生：小林佑樹・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡
　藤田・友田・曽家・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・小林佑樹・倉角和哉・
　金谷光泰・加藤千尋・栗山恭章・有田伊織・北山弾也
天王寺ＲＣ：西浦
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・児林委員長・濱岡・稲田・新宮
　宮川・大槻・藤田・友田・曽家・相馬・山本・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・松山聖矢・有田伊織・大井将嗣・金谷光泰・赤池保人・
　滝澤俊兵・倉角和哉・芝田和樹・富永達也・中村和希・丸田優樹・
　中熊麻衣・北山弾也・児林成輝・志綾香・志樹理梨亜
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡・
　稲田・新宮・宮川・大槻・藤田・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・倉角和哉・
　丸田優輝樹・有田伊織・金谷光泰・北山弾也・中村和希・丸田優樹
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・有田伊織
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・有田伊織・松本祐希・栗山恭章・小林祐希
八尾ＲＣ：曽家
八尾ＲＡＣ候補生：
　倉角和哉・中村和希・大井将嗣・丸田優樹・栗山恭章
八尾ＲＣ：川田・新宮・藤田
八尾ＲＡＣ候補生：滝澤俊兵・北山弾也
八尾ＲＣ：吉田幹事・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＣ：小谷副会長・友田
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・有田伊織・川口哲生
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松山聖也・小林佑樹

東大阪ＲＡＣへ見学
東大阪ＲＡＣへ見学

大阪西南ＲＡＣへ見学
初顔合わせ

大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪梅田ＲＡＣ天満橋ＲＡＣ
　　 合同例会への参加
枚方ＲＡＣ大阪梅田ＲＡＣ
東大阪ＲＡＣの合同例会へ参加
大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪東ＲＡＣ例会へ参加
大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加
イルミネーション点灯式

シンポジウム

もちつき大会

ＲＡＣ忘年会

矢野監督の講演会
役員選別会

第一回模擬例会

第二回模擬例会

かるた大会
地区献血

大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加

東大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪南ＲＡＣ例会へ参加

大阪西南ＲＡＣ例会へ参加

Uコミュニティホテル
Uコミュニティホテル

大阪富国生命ビル
籠の屋

ハービスPLAZA６F

大阪キャッスルホテル３F

クレオ大阪東

阪急グランドビル26F

大阪産業創造会館
天王寺
本町公園

大阪国際会議場

ひのき苑

味園

商工会議所
八尾市ＢＢＳ

リノアス７F

リノアス７F

東大阪アリーナ
京橋駅前

天王寺

Uコミュニティホテル

大阪ガスビル食堂

南船場

扇町スタジオ

19:30～21:00
19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:30

19:30～21:00

19:30～21:00

18:00～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:00
16:30～18:00

16:00～17:30

10:00～14:30

19:30～21:00

13:00～13:30
19:30～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00

9:00～14:00
11:30～16:00

19:30～21:00

19:30～21:00

19:00～20:30

19:30～21:00

19:30～21:00

８月21日
10月２日

10月23日
10月25日

11月５日

11月６日

11月16日

11月19日

11月21日
11月26日
12月７日

12月14日

12月21日

12月27日

１月15日
１月16日

１月27日

２月３日

２月９日
２月16日

２月18日

２月19日

２月21日

２月25日

２月26日

資料１
開 催 日 時 　 間 開 催 場 所 活 動 名 称 参 加 者 （敬称略）会 長　笠　井　　実

本年度を振り返って

御　　礼

-１- -２- -３- -４- -５-

　本年度一年間は、会員の皆様並びに関係各位皆様に大変御世話になり有難うございまし
た。
　2019～2020年度の当クラブのテーマは、Ｔhe Pursuit True Service and Friendship

「真実の奉仕と親睦を探求する」でありました。私くしは、このテーマを全うすべく全力で
取り組んでまいりました。以下では、本年度の活動報告を具体的にご報告させて頂きま
す。
　クラブ管理運営委員会は小谷副会長を筆頭に大変ご活躍いただきました。この分野は、
クラブ奉仕部門ともいわれ、会員からお預かりした会費をもって、会員各位にサービスを
行う分野であります。この分野が十分に機能する事により、ロータリーライフがより楽し
く充実します。本年度は、小谷副会長のご指導により、各委員会が大変活発な活動を行い
すばらしいロータリーライフを構築していただきました。
　会員増強委員会では、中川廣次委員長のもと、小林副委員長、松井委員、児林委員、平尾
委員はもとより、多くさんのメンバーが増強活動に邁進して頂き、佐々木会員・松岡会員

（以上２名再入会）・倉内会員・鍋島会員・三木会員・森川会員・福村会員・谷口会員の
合計８名もの会員の入会を頂きました。これは2003年大槻美佐夫会長年度の８名以来の
16年ぶりの快挙であります。中川廣次委員長には、大変ご苦労をおかけしました。本当に
ありがとうございました。
　出席委員会は、大槻委員長にご尽力いただき、特に2020年１月15日には、阪神タイガー
スの矢野燿大監督をお招きした際には100％出席例会を開催して頂きました。本当に有難
うございました。
　親睦活動委員会では、山本勝彦委員長、澁谷副委員長はもとより、委員会メンバーにも大
変ご協力頂きありがとうございました。ロータリーの目的は親睦と職業奉仕にあります。
まさに親睦という重要な目的をもって、山本勝彦委員長は、この強い信念を伺わせる熱心
な活動を行って頂きました。2019年７月には久保惣美術館・スターゲイトホテル54階の
レストランスターゲイトを紹介頂きました。ホテルからの眺望は本当に素晴らしく、多く
さんのメンバーが、関西国際空港から飛行機の発着を目を輝かせながら見ておられたの
が、本当に印象的でした。また９月16日には滋賀県陶芸の森と料亭「魚松」でまったけと
近江牛の食べ放題にお連れいただきました。また12月11日には、コンラッドホテルにお
いて、昨年に続いて、大変豪華な忘年会を開催して頂きました。2020年５月に企画されて
おられた越中八尾の「曳きまわし」は新型コロナウイルスの流行の為、中止となったのが残
念です。以上のように山本勝彦委員長には、親睦の重要性を十分に理解され、各メンバー
の親睦の向上の為に大変努力されました。山本委員長大変お世話になりました。
　プログラム委員会におかれましては、長竹委員長が大変素晴らしい運営を行って頂きま
した。卓話は例会の華と言われます。質の高い卓話者が多くさん訪れる事によって、ロー
タリーの会合はより充実し、これが出席率の向上にも繋がります。本年度は行政からは、

松井大阪市長（日本維新の会党首）、大松八尾市長、藤原八尾消防長、佐藤警察署長の皆様
をお迎えして、各方面の新しい情報や政治の話や日本の未来の話など、大変有意義な時間
を過ごす事が出来ました。又、エンターテーメントからは、阪神タイガースの矢野燿大さ
んや、クラシックの調べチェロのアンサンブルでストリングストリオの皆様にお越し頂
き、豪華で格調高い時間を提供いただきました。又、地区からは四宮ガバナーの公式訪問
はもとより、溝畑正信氏、（ポリオ根絶）、泉博朗パストガバナー（ローターアクトの意義）
山﨑修一地区職業委員会委員長（職業奉仕根幹の根幹）、吉田会員（大阪中央ＲＣ）、ロータ
リー学友ディネスシュレスタさん（米山奨学制度と米山学友について）等にお越し頂き、
ロータリーの専門的な知識について卓話頂き大変有意義でありました。
　又、メンバーからは、佐々木会員より（ガン治療あれこれ）や寺坂会員・宇野会員にロー
タリーと企業経営についての卓話を頂きました。
　又、専門分野からは、エキスパートリンクの松田様より経費削減や、西村貴好様より（ほ
め達が人と組織を活性化）などの卓話を頂きました。他にも八尾ロータリークラブの各委
員長、メンバー様に大変素晴らしい卓話を多くさん頂戴頂き、有難うございました。
　「楽しく為になる」が私の例会に対するモットーです。この目的を達成すべく、長竹委員
長には、大変お世話になりました。本当に有難うございました。
　クラブ研修委員会におかれましては、野村委員長が、2019年９月11日にロータリー歴の
浅い会員を対象とした研修委員会および懇親会を開催して頂きました。又、2020年５月
に予定されていた、第２回研修事業は残念ながら中止となりました。一年間ご苦労様でし
た。
　クラブ広報委員会は、新宮委員長、吉本副委員長、福田委員、相馬委員、竹中委員の各位
が大変ご活躍頂きました。広報は、各方面に八尾ロータリークラブ知名度を上げて、新入
会員の増強につなげると共に、メンバーにも正しくて新しい情報を伝える為に大変重要な
委員会であります。活動としては、2019年９月18日に国道170号線のアクロスプラザの
対面に、八尾ロータリークラブの屋外看板を設置して、ロータリーの知名度の向上をめざ
しました。又、10月には笠井による動画の作成をし、内外にロータリーの活動をアピール
しました。
　又、My Rotaryは現在68名中45名の登録を頂き（66％）ロータリークラブセントラルへ
のＰＲ活動実施すると共に八尾ロータリークラブホームページ、ウエブサイトの改修も完
了しました。毎月１回（休止期間を除く）「ロータリーの友」紹介頂き、吉本会員には例会開
催の度に会報作成頂きました。また2020年１月28日にはＦＭちゃおにおいて収録し、八
尾ロータリークラブの紹介をして頂きました。当日は川田社会奉仕委員長、児林国際奉仕
委員長、と笠井が出演し本年度のロータリー活動について熱弁をふるい詳しく紹介しまし
た。この模様は2020年１月31日12時と19時と23時の３回の45分間ＦＭちゃおにおいて
放送されました。ロータリーのメンバー各位や地元の皆さん地区の皆様に向けて幅広く
広報活動を行って頂き本当にありがとうございました。
　越中八尾ロータリークラブ担当委員会におかれましては、新型コロナウイルスの流行の

為に、２月５日の公式訪問一回のみとなりました。澁谷委員長、濵岡副委員長、児林委員、
宮川委員ご苦労様でした。
　ＳＡＡ委員会は稲田委員長のもと、佐野会員、中川（將）会員、大槻会員、北野会員、友田
会員、曽家会員、鼓呂雲会員、平尾会員が副委員長を務めて頂き目覚ましい活躍をして頂き
ました。食事の質の向上や、ナイト例会の開催等大変ご尽力いただきました。特に素晴ら
しかったのが、ニコニコの集金額の多さであります。ここ４年間のニコニコ額の推移をみ
ると　　　　　　　　　　　　　　　　

以上で分かる様に本当に熱心な勧誘によって大変多く獲得して頂きました。言うまでも
有りませんが、管理部門の原資は会員の支払う会費で、まかなわれますが、奉仕部門の原資
はニコニコの集金収入でまかなわれます。本年のＳＡＡ委員会の皆様は、この事をよく理
解され、会員各位に何度も何度も繰り返し、ニコニコへの協力を訴え理解を得た結果が出
ていると思います。ＳＡＡ委員会の皆様、ご苦労様でした。本当に有難うございました。
　職業奉仕委員会におかれましては、職業奉仕の理念を正しく理解する為に、地区職業奉
仕委員長山﨑修一様や井川会員に卓話を頂きました。又、メンバーの職業スキルを向上さ
せるために１月22日帝国チャックの寺坂会員、アーテックの宇野会員に例会時に卓話して
頂いた後に、企業見学を行いました。八尾ロータリークラブでも特に素晴らしく経営を
行っておられる両企業を訪れ、メンバーの皆様共々大変勉強させて頂きました。又、２月
12日にはエキスパートリンクの松田様に「経費削減」に関する卓話を、６月24日には、北野
秀樹様にコロナウイルス関連融資に関する卓話を頂きました。今年は職業奉仕において
も充実した企画をして頂きました。西村会員本当にご苦労様でした。有難うございまし
た。
　社会奉仕委員会では、川田委員長、柏木副委員長、中島委員、高井委員、奧谷委員、佐々木
委員、川村委員のメンバーにご活動頂きました。今年はロータリーメンバーだけではな
く、八尾ＲＡＣ予定者や東大阪ＲＡＣのメンバーや金光八尾のインターアクトメンバー
や、不登校対策支援事業「輝」のメンバーも巻き込んで、様々な事業を展開して頂きました。
　本町２丁目のイルミネーションの点灯式や高齢施設での餅つき大会等を多くさんの
方々の参加でもって、盛大に行って頂きました。又、３月～５月の例会休会中にも、八尾
ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業を行って頂き、地区の四宮ガバナーから
もお褒めの言葉を頂きました。又、地区の「友愛」の事業にも参画し、八尾市立病院に使い
捨てマスク3,000枚布マスク200枚を寄贈して頂きました。有難うございました。

　国際奉仕委員会におかれましては、児林委員長、濵岡委員を中心に熱心に国際事業に取
り組んで頂きました。世界の最貧国の１つであるネパールにおいて、「命の水　教育の場
を求めて！！」の事業を行って頂きました。これは、山脈からパイプラインを敷き生活用
水を確保し、識字率の向上のための教育の場を提供する活動で素晴らしく成果を上げて頂
きました。又、年末には、メンバーの家族も多数巻き込んで、ネパールに於いて、医療キャ
ンプに参加し、角膜手術の支援事業に参加して頂きました。本当にご苦労様でした。又こ
れらの事業において八尾ロータリークラブからの資金拠出にも限界が有ることから、児林
委員長、濵岡会員、小谷副会長や、吉田幹事からも資金の提供を受けました。本当に有難う
ございました。ご苦労様でした。
　ロータリー財団委員会におかれましては、北野委員長が中心となり活動して頂き、卓話
を通じて、ロータリー財団への理解を深めると共に年次基金として一人当たり150$の寄
付金達成に、成功されました。本当にご苦労様でした。有難うございました。
　青少年奉仕委員会におかれましては、田中委員長、宮川副委員長、西委員、藤田委員、山
本（隆）委員、友田委員のメンバーで活動を行って頂きました。委員会は毎月行われ、活動
としても　①金光八尾高校インターアクトクラブ活動参加支援活動　②自然の中での活
動　③リーダー研　④地区青少年事業の参加　⑤こども食堂の支援　⑥不登校生対策

「輝」事業の設立協力運営協力　⑦八尾ローターアクトクラブの設立　⑧ＲＹＬＡ受講へ
の参加。２名動員などのすべての項目で目標達成されました。中でも八尾の不登校生支
援活動においては、八尾ロータリークラブでは設立費用の40％以上に当たる136万円もの
資金を地区からの協力も得て拠出しました。又、2020年６月22日には、八尾ロータリーク
ラブの有志７名が政府からコロナ対策で得た10万円を出して70万円の浄財を「輝」に寄付
しました。これは５月の理事会で、児林国際奉仕委員長が、国から得たお金で何か良い事
をしようという提案があり、八尾ロータリークラブが中心となって設立した「輝」が新型コ
ロナウイルスの影響も有り、企業からの寄付金が細っているのと50名の生徒を集めるの
が、コロナウイルスによって遅れている為、運営費用が当初予算よりも大きく不足してい
て運営に窮しているという事なので、資金を供給することにしました。具体的には佐野会
員、濵岡会員、井川会員、小林会員、田中委員長、児林会員、笠井の７名で70万円を寄付し
ました。
　又、ローターアクトクラブ設立にも大変ご尽力頂き、気の遠くなる様な準備に次ぐ準備

（別紙 資料１）を重ねて、2020年２月５日に国際ロータリークラブより正式に認証され、
正式に発足されました。その後、他のローターアクトクラブ見学と八尾ローターアクトク
ラブの模擬例会を重ねる予定でしたが、新型コロナウイルスの流行により、活動が停止さ
れ、四宮ガバナーを迎えても認証状授与式も無期延期となりました。次年度以降の八尾
ローターアクトクラブの理事役員も固まっており、既に次年度に向けての歩みを始めてお
ります。６月29日には、八尾ローターアクトクラブの本年度最終例会を迎えます。今後の
ローターアクトクラブの活動にも田中会員及び田中祐子元東大阪ＲＡＣ生様にご活躍頂
けます様よろしくお願い致します。田中委員長本年度は本当にご苦労様でした。有難う
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ございました。
　米山奨学委員会は、松井委員長、山陰副委員長、山本（義）委員」によって活動して頂きま
した。米山奨学制度に対しての意識調査を行い、地区の委員会にも問題提起行い、地区の
米山委員会にも八尾ロータリークラブに来て卓話をいただく予定でしたが、新型コロナウ
イルスの影響で、中止となり大変残念です。又、新型コロナウイルスで、例会休会中にも米
山の勉強会を、大阪中央ロータリークラブの吉田会員と米山奨学学友会のディネスシュレ
スタさんを招き行いました。大変有意義な勉強会となり、特に吉田様の「米山奨学生を見
るな米山学友を見ろ」と言う言葉は今も心の中に残っています。松井委員長本当にご苦労
様でした。有難うございました。
　インターアクト委員会は曽家委員長、児林副委員長、大槻委員、竹原委員で活動して頂き
ました。当クラブのインターアクトクラブは30年もの歴史が有り、年を重ねるごとに活発
に活動されております。金光八尾のインターアクトクラブは、人数においても活動の質に
おいても、2660地区内で、最大のクラブとしての地位を確立しておられます。曽家委員長
も大変熱心に活動され、金光八尾中高学校へバザーの商品をメンバーから募り寄付され、
そこでの売上をロータリーのポリオ根絶の為の基金に寄付される等、素晴らしい活動をし
て頂きました。又、本年度は多くの金光八尾インターアクトクラブのメンバーや顧問の先
生方が八尾ロータリークラブの夜間例会やもちつき大会等にも積極的に参加して頂きま
した。有難うございました。　
　ローターアクト委員会は、児林会員を委員長にして総勢20名ものメンバーで活動して頂
きました。ローターアクトクラブの設立は、八尾ロータリークラブとしては、30年前にイ
ンターアクトクラブを設立して以来の一大事業でありました。初代委員長の児林会員に
大変ご苦労をおかけしました。
　おかげ様を持ちまして、2020年２月５日には、国際ロータリーにおいて八尾ローターア
クトクラブを正式に認証を受けました。現在約30名もの八尾ローターアクトクラブ生が
在籍しておりますが、新型コロナウイルスの影響で活動中止もあり、次年度にむけての準
備をしておられます。今後八尾ロータリークラブ・八尾ローターアクトクラブ・八尾イ
ンターアクトクラブの３クラブは共に益々発展する事を願ってやみません。児林ロー
ターアクトク委員長、本年は本当にご苦労様でした。有難うございました。

　以上で各委員会活動のご報告並びに各委員長、委員各位に対する御礼とさせて頂きま
す。
　次に八尾ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業をご紹介します。

八尾ロータリークラブ新型コロナウイルス対策事業について
　2020年４月10日金曜日17時１分に、2660地区より当クラブに１通のメールが送信され
ました。それは、2660地区がコロナウイルス対策として、１クラブ50万円を上限として、
400万円の補助金を受付ける旨のメールでありました。送信時間が金曜日の17時１分で

あり、ほとんどのクラブの事務局は17時に終了しているので、このメールをクラブ関係者
が目にするのは13日の午前中になります。私も13日にこの補助金を使い、コロナウイル
スの為にやり残した事業を何とかしてやり遂げたいと思い奔走しました。
　先ずやり残した事と言えば、里親会に対する事業でありました。当初東大阪里親会の里
子、その兄弟、里親を連れて八尾ローターアクトクラブ会員にも手伝ってもらって、白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を予定していたが、３月よりクラブの全ての行事が中
止され、この事業も例外ではありませんでした。そこで里親会の方々にコロナ対策をしよ
うと考えました。方法としては、学校休校中に使用出来る教育資材や消毒液、マスク等の
配布が候補に挙がりましたが、教育資材を配布はまんべんなく効率よく配布するのは難し
いという観点から外され、消毒液で進み始めました。
　相馬会員、川田会員と相談しながら先ず幹事・副会長の了承を取り付け、理事役員も一
人一人電話で了解してもらい、安堵していたのも束の間、４月14日の11時頃、消毒液が厚
生労働省の基準を満たしている確証が取れないとの指摘を受け、急遽消毒液をマスクに変
更する判断を下しました。宇野会員に連絡を取り、外出先より会社に電話をして頂きマス
クの見積書をもらい、飯田エレクトに連絡して今日中にサインが必要なので夕方まで会社
に待機する様お願いをしました。相馬会員が、15時から補助金申請書の作成作業に入れる
と伺い、15時前より相馬会員の会社近くで待機していたところ、携帯電話で連絡を受け、
申請書を頂きに上がりました。その場で本年度会長のサインを書き、その足で飯田会長エ
レクトの会社の近くまで赴きエレクトのサインを頂き申請書をその足で相馬会員の会社
へ届けて地区への送信を依頼しました。その後、相馬会員の最終チェックを経て14日の
18時１分に地区への申請を完了しました。
　13日午前中に見た補助金を14日の夕方には完成させましたが、400万円の補助金は80
クラブ中８件分しかなく、かなり過酷な争奪戦だったようです。当クラブの申請は、皆様
のお陰を持ちましてギリギリで滑り込む事が出来ました。
　４月27日16時に里親会を川田社会奉仕委員長、川村会員、児林会員と笠井が訪れ、直接
マスクを手渡しました。アドベンチャ－ワ－ルドの事業が中止になり、沢山の子供達に泣
かれたとの話を伺い断腸の思いでしたが、いつの日か八尾ロータリークラブとして白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を行いたい旨を告げて贈呈式を終了して、４月28日に
は当クラブが最大のスポンサーとして立ち上げた不登校生の教育機関である輝と、子供食
堂の子供達の為のマスクの贈呈式を行いました。輝と子供食堂の代表である浦上氏は、

「貴重なマスクを頂き本当にありがとうございます。」と喜んで頂きました。
　当日は田中青少年委員長、小谷副会長、吉田幹事、吉本会員、笠井の５名で贈呈式に参加
しました。この模様は、４月30日の読売新聞にも掲載されました。
　この地区の補助金とは別に同時進行で八尾市役所への飛沫感染予防板の贈呈事業を進
めていました。2020年４月15日に所用で八尾市役所を訪問した際に当時の市役所にコロ
ナウイルスの飛沫感染対策が何も無かった事に愕然として、直ちに市役所に防止板を寄贈
しようと思いました。そこですぐに八尾ロータリークラブの松井会員に連絡を取り、八尾

市に防止板を寄贈したいとの旨を、市長に伝えて頂ける様にお願いをしました。松井会員
は早速市長に連絡を取って頂き、４月16日朝に市長を訪れる約束を取って頂きました。
　そして４月16日朝一番に大松市長と面会し、「喜んで頂戴します。」との回答を頂きまし
た。当初は市役所の１階部分に設置する予定でしたが、市の職員の方が市役所の全館と、
出張所と、図書館の分もと言われたので、初めの予算を大幅に上回りましたが、どうせなら
喜んでもらえる方がよいと思い引き受ける事にしました。
　この防止板は、当社のＰＥＴボトル100％リサイクル高透明板を使用し、大阪府から出
たＰＥＴボトル原料を使用している為に「大阪もん」の認定を受けており、国のエコマーク
の認定も受けています。又、大松市長との約束で市役所で不要になった際には全てを引
取、当社で再利用することになっています。
　原板の製造は笠井産業株式会社が行い、原板をカットするのは、八尾ロータリークラブ
の会員である鍋島さんの会社である伊豆田株式会社で行い、書類の受け渡しの際の開口部
の抜き加工を株式会社八尾パッキングが行い、防止板を立てる為に使う折り曲げ加工を広
志工房が行いました。この防止板は八尾の業者で完成されています。
　当初はプレートの加工賃は全て笠井産業株式会社が支払う覚悟をしていましたが、加工
業者の３社が３社共、八尾市と八尾市民の為に役立てるなら無償で協力したいとの申し入
れがあり、大変嬉しく思いました。
　これはまさに、ロータリークラブで学んだ職業奉仕事業が実践出来たと言えます。職業
奉仕の定義は、「高い倫理観、道徳性、高潔性を持ち、相手の立場に立って思いやりを持って
天職である職業に励み、これを業界にも広げて行く」とあります。いつも一緒に仕事をし
ている方々にも職業奉仕の理念を理解されている事が本当に嬉しかったです。これで松
井会員と鍋島会員と笠井とあと業会の方も巻き込んだ八尾ロータリークラブの事業が１
つ完成しました。
　そしていよいよ４月24日の贈呈式の日がやって来ました。当日は松井会員、吉本会員、
鍋島会員、加工業者の広志工房の前原氏、株式会社八尾パッキングの水舎氏、笠井産業株式
会社の社員２名、笠井、私の嫁と長兄を連れ市役所の１階で贈呈式に臨みました。市役所
全フロアーに防仕板が並んでいるのを見て、これで市役所を訪れる市民と市職員の安全に
少しでも役立てると思うと本当に嬉しかったです。尚、この模様は４月25日産経新聞を始
め、４月25日毎日新聞、４月28日の読売新聞等にも掲載されました。
　この他にも、八尾ロータリークラブの親睦と職業奉仕が結実した事業が有ります。それ
は宇野会員の株式会社アーテックが輸入したマスクを、松っちゃん給食の小林会員が学校
給食の休業により過剰になった人員約100名を派遣し、検品作業を補助し、八尾市が検品
場所として、市の体育館を無償で貸与する一方、八尾市の名前の入ったマスク購入権を、株
式会社アーテックのコスト負担（約400万円）で日本郵政のポスティングシステムを利用
して、八尾市全戸（約13万世帯）に配布させる。 
　そのマスクの引き渡し場所を、シグマ薬局の奥谷会員の８店舗と松ちゃん給食の２つの
事業所が担うというものです。価格は50枚入り１箱2,690円で１世帯２箱まで買う事が出

来ます。
　「ロータリーの親睦は出席から」と言われますが、20年近い歳月が３社に大きな親睦関
係を築き、今回の事業に繋がりました。これは本当にわがクラブにとって喜ばしい出来事
であります。又、今回事業を行う事によって、小林会員、宇野会員、奥谷会員の3会員の親
睦がより深まる事を祈って止みません。尚この模様は５月３日の毎日新聞に掲載されま
した。尚、宇野会員は、この他にも八尾市の教員の方々に１人当たり10枚ずつ、計1,300枚
のマスクを無償で提供されました。これも含めて、八尾ロータリークラブの活動にする様
申し出て頂きました。
　その他にも八尾ロータリークラブの宇野会員と佐野会員が、八尾市立病院でマスクが不
足しているということを知り、10,000枚のマスクを八尾ロータリークラブの事業として寄
贈されました。佐野会員は何十年間も親子２代に渡り、海外で毎年学校や図書館を寄贈さ
せており、今回の寄贈はご本人にすれば額も少なく、恥ずかしいので匿名にして欲しいと
の事でしたが、同クラブ内の事なので、公表させて頂きます。ありがとうございました。
　その後、地区からの新型コロナウイルス対策事業として「友愛」の事業が提案され、八尾
ロータリークラブもこれに参加し、地区に頂いた使い捨てマスク2,000枚と布マスク200
枚と八尾ロータリークラブより1,000枚の使い捨てマスクを寄贈しました。
　又、その他にも八尾ローターアクトクラブ会員の北山会員も、八尾市に2,000枚のマス
クを寄贈されました。出来たばかりの八尾ローターアクトクラブ会員の間にも奉仕の心
がどんどん育ちつつある事を聞くに至り、大変嬉しく心強く思います
　この様に、地区から提案された補助金をきっかけに、今まで述べてきた様に八尾ロータ
リークラブの新型コロナウイルス感染対策事業は大きく花開きました。ロータリークラ
ブの活動は、池に１つの石を投げた時に、波紋がどんどん広がっていく様なものだと教わ
りました。
　新型コロナウイルスの影響で、メンバーも集められないし例会も出来ず、活動資金であ
るニコニコ箱の集金さえ出来ない現状でありますが、私達八尾ロータリークラブには長年
多くのメンバーが、親睦で培った信頼関係や職場奉仕で学んだ相手を思いやる心や、奉仕
の心が有ります。この八尾ロータリークラブの心を持って、メンバー全員が新型コロナウ
イルスとの戦いに必ずや打ち勝つ事を確信しております。
　最後に四宮ガバナー初め、福家財団委員長からタイムリーな補助金を頂いたお陰で、私
の年度として素晴らしい事業総仕上げができました。本当にありがとうございました。
　また、本年度の最終事業として、国より国民１人当り10万円支給された補助金で何かよ
い事をしようと言う児林会員の提案を受けて、八尾ロータリークラブが主宰して設立され
た不登校児童対策機関である輝が、新型コロナウイルスの影響で資金が不足しているとい
う事を聞きつけ、メンバー有志で寄付する事になりました。佐野・井川・小林・田中・濵岡・
児林・曽家・竹中・笠井の９名で、90万円の資金を寄付しました。
　次に数字で見た八尾ロータリークラブの奉仕部門のご報告をさせて頂きます。

他に地区よりマスク2,000枚　　　　　　　　 奉仕部門個人負担分
布マスク200枚　　　　　　　 　　　佐野会員、宇野会員マスク　 52万円
次年度以降地区補助金獲得額　　40万円　　　地区より獲得したマスク　　15万円

（八尾市立病院分）
　　　　　　　　　　　　 7,270,205円　　　鍋島会員、笠井他、八尾市役所及び
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　国際交流センターへ飛沫防止パネル　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 158万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野会員、八尾市民への通信費　400万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野、濵岡、井川、小林、田中、児林、曽家、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中、笠井　　　　　　　輝 90万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　合　計　　　　14,420,250円

　つまり、本年度皆様からお預かりしたニコニコの寄付金5,220,000円は、地区より獲得
した補助金および会員有志の貴重な浄財とあわせて14,420,250円の奉仕額（ニコニコの
約2.7倍）として、地元地区の奉仕を受ける事を必要としている受益者や行政、市機関等に
奉仕させて頂きました。有難うございました。

　最後に受賞に見る本年度の検証をさせて頂きます。
　別紙 資料２は、ロータリー会長賞の受賞に関する説明書であります。ご覧になれば分
かります様に、当年度は「新しいクラブをつくる」という一項目を除いて、全項目達成とな
りました。
　もともと上段の９項目より５項目目９項目目より５項目の達成を要求されておりまし
たが、新型コロナウイルスの影響を考慮して、３項目ずつの達成で良い事に変更になりま
したが、当クラブはほぼ全項目で達成となりました。又、右欄の４項目の内３項目に上の
達成となるので、通常の会長賞にあわせてロータリー会長賞プラチナ賞の獲得を予定して
おります。これも一重に八尾ロータリークラブの会員の皆様の質の高さと努力のたまも
のと思います。本年度は皆様のお陰を持ちまして良い年度とする事が出来ました。本当
に有難うございました。

　2019～2020年度八尾ロータリークラブの幹事という大役を仰せつかり、緊張の連続で
した。理事役員及び会員皆様のご協力とご理解で、１年間無事年度を終わることができま
した。心より感謝を申し上げます。今後も八尾ロータリークラブの為に私ができること
は、精一杯頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

56期　山本昌市年度
57期　菅野茂人年度
58期　山本勝彦年度
59期　笠井　実年度

47
46
48
34

例会数 会員数集金額 １回当り集金額 １回１人当り金額

54
58
60
68

1,383
1,355
1,439
2,257

3,510,160
3,615,000
4,138,000
5,220,000

74,684
78,587
86,208

153,529

ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロータリー戦略計画の優先事項を
支えるために、以下に挙げられた活動項目を達成したクラブを称えることを
目的としています。クラブは、これらの項目を達成するために丸1年間をかけ
て取り組みます。

クラブがMy ROTARYでクラブ・会員の情報を更新している限り、多くの項
目の達成状況は、国際ロータリーで自動的に確認することができます。い
くつかは、ロータリークラブ・セントラルなどのオンラインツールを使って、
クラブが達成状況を入力する必要があります。ロータリー賞の受賞資格を
満たすには、年度開始時から終了時までクラブが正規にRIに加盟してい
ることが条件となります。2019年7月1日時点の会員数と比較して算出さ
れ、2020年7月1日時点の会員数が確定する2020年8月15日以降に表彰
されます。

人びとをつなぐ
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ会員増強委員会を設置し、その委員
長を国際ロータリーに報告する。

  会員1名の純増を達成する。

  既存会員と新会員の維持率を維持または改善する：

  クラブの会員維持率を1ポイント上げる。 または

  2018-19年度のクラブの会員維持率が90％以上である場合、これを
維持する。

  女性会員または40歳以下の会員1名の純増を達成する。

  会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社会にあるビジ
ネスと専門職の実情に沿った会員基盤を築くために活動する。

 新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会共同隊のスポンサーま
たは共同スポンサーとなる。 

  インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱または共同提唱
する。 

  ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーでネットワークを広げ
る機会を紹介する。 

  青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。 

行動する
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ財団委員会を設置し、その委員長を
国際ロータリーに報告する。 

  奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。 

  年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少なくとも100米ドルとな
る。 

  ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした行事を
開く。 

  ロータリーの6つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉仕プロ
ジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。 

  クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティア活動に
費やした時間、募金額など）をRotary.orgに投稿する。

  企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを継続または確立し、
プロジェクトで協力する。 

  ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変える行動人」キ
ャンペーン用広告・資料、その他の関連資料を活用する。 

  クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメディアと話す機会
を手配する。 

2019-20年度　 
ロータリークラブ対象のロータリー賞 

2019-20年度　 
ロータリー会長特別賞 

ロータリークラブ対象 
ロータリー賞を達成し、さらに以下から1項目を達成した場合「シルバー賞」、 
2項目達成で「ゴールド賞」、3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

  リーダーをつなぐ：会員5名以上の純増を達成する。 

  家族をつなぐ：会員の家族、青少年プログラム参加者や地域社会のその
ほかの人たちが参加できる家族志向の奉仕プロジェクトを実施する。

  職業や専門知識をつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシッ
プ、自己研鑽、専門能力開発プログラムなどを開始または継続する。

  地域社会をつなぐ：少なくとも月に4回、ソーシャルメディアでクラブとそ
の奉仕活動の情報を発信し、クラブ会員がいかに「世界を変える行動
人」であるかを示す。 

なお、今年度は、ロータリー賞の必須項目を達成し、さらに追加項目から 
1～3項目を達成したロータリークラブに、ロータリー会長特別賞が贈られます。

資料２

× ←  この項目以外すべて達成×

2019年度 奉仕事業収支
収　　　入

支　　　出

金　　額摘　　　要

総　　合　　計

金　　額摘　　　要奉仕委員会

ニコニコ
地区補助金（輝）
地区補助金（ロータリーデー）
地区補助金（コロナ）
ＲＡＣ地区補助金
利　　息

5,220,000
530,172
270,000
500,000
200,000

33
6,720,205

83,198
83,198
10,648
10,660

274,841
499,389
502,480
50,880

1,348,898
1,130,000

109,072
1,239,072

354,701
1,360,864

61,540
20,660

276,864
11,410
20,000
69,880
30,000
33,000
20,000

100,000
100,000

2,458,919
6,160

94,035
409,698

9,000
518,893

1,071,225
6,720,205

会社訪問（飲み物・バス代・お土産）
　　　　　　　　　　合　計　①
八尾市文化芸術芸能協賛・振込手数料
八尾市市民憲章推進協議会会費・振込手数料
餅つきプロジェクト
ロータリーデー
コロナ事業
友愛・振込手数料
　　　　　　　　　　合　計　②
ネパール事業
台北東ＲＣ祝い金・お土産
　　　　　　　　　　合　計　③
自然の中で協賛・飲み物・振込手数料
輝（不登校対策）
ＲＹＬＡ登録・振込手数料
東大阪ＲＣラグビー事業協賛
インターアクト海外研修・振込手数料
インターアクト例会会食費
金光八尾高校文化祭祝金
インターアクト年次大会登録・振込手数料
忘年家族会（金光八尾高校２名）
餅つきインターアクトバス代
金光八尾高校卒業祝い
インターアクト活動費
子ども食堂
　　　　　　　　　　合　計　④
ローアクトクラブ認定料・振込手数料
会議費
旗・テーブル・椅子・鐘・ホワイトボード振込手数料
１/15 会食費３名分
　　　　　　　　　　合　計　⑥
今年度発生した繰越金　⑦
総合計　①+②+③+④+⑤+⑥+⑦

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

青少年奉仕委員会

ＲＡＣ委員会

} 約15万円

八尾ローターアクトクラブ候補生活動報告書

八尾ＲＣ：児林委員長・曽家・田中
八尾ＲＣ：小谷副会長・吉田幹事・濱岡・稲田・川田・柏木
　宮川・大槻・山本・相馬・田中
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・井川・濱岡・藤田・友田・田中
地区ローターアクト委員長：菅本泰年
地区副幹事 柳澤大輔
吹田ＲＣ：井川亜里紗　　東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・田中祐子
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・佐野
　井川・稲田・田中・相馬・山本・曽家・友田
八尾ＲＡＣ候補生：
　児林成輝・児林皇輝・加藤千尋・樽井大樹・富永達也・芝田和樹・
　小林佑希・栗山休恭章・大井将嗣・東中愛果・松本祐希・金村哲寛・
　田中聡一郎・滝澤俊兵・赤池保人・斉藤智文
八尾ＲＣ：藤田
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章

八尾ＲＣ：児林委員長・田中・曽家
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・大井将嗣
八尾ＲＣ：笠井会長・濱岡・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・松山聖矢・松田真優佳
八尾ＲＡＣ候補生：有田伊織
八尾ＲＡＣ候補生：赤池保人・倉角和哉
東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・倉角和哉・丸田優輝樹
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・富永達也・芝田和樹・
　山岡美那・児林成樹・上農梨花
東大阪ＲＡＣ：
　松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子・桑田杏奈
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・松山聖矢・
　有田伊織・大井将嗣・北山弾也・児林皇輝・丸田優樹・東中愛果・
　倉角和哉・川口哲生・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：小谷副会長・曽家・田中・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・
　小林佑樹・倉角和哉・金谷光泰
八尾ＲＡＣ候補生：小林佑樹・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡
　藤田・友田・曽家・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・小林佑樹・倉角和哉・
　金谷光泰・加藤千尋・栗山恭章・有田伊織・北山弾也
天王寺ＲＣ：西浦
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・児林委員長・濱岡・稲田・新宮
　宮川・大槻・藤田・友田・曽家・相馬・山本・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・松山聖矢・有田伊織・大井将嗣・金谷光泰・赤池保人・
　滝澤俊兵・倉角和哉・芝田和樹・富永達也・中村和希・丸田優樹・
　中熊麻衣・北山弾也・児林成輝・志綾香・志樹理梨亜
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡・
　稲田・新宮・宮川・大槻・藤田・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・倉角和哉・
　丸田優輝樹・有田伊織・金谷光泰・北山弾也・中村和希・丸田優樹
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・有田伊織
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・有田伊織・松本祐希・栗山恭章・小林祐希
八尾ＲＣ：曽家
八尾ＲＡＣ候補生：
　倉角和哉・中村和希・大井将嗣・丸田優樹・栗山恭章
八尾ＲＣ：川田・新宮・藤田
八尾ＲＡＣ候補生：滝澤俊兵・北山弾也
八尾ＲＣ：吉田幹事・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＣ：小谷副会長・友田
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・有田伊織・川口哲生
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松山聖也・小林佑樹

東大阪ＲＡＣへ見学
東大阪ＲＡＣへ見学

大阪西南ＲＡＣへ見学
初顔合わせ

大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪梅田ＲＡＣ天満橋ＲＡＣ
　　 合同例会への参加
枚方ＲＡＣ大阪梅田ＲＡＣ
東大阪ＲＡＣの合同例会へ参加
大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪東ＲＡＣ例会へ参加
大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加
イルミネーション点灯式

シンポジウム

もちつき大会

ＲＡＣ忘年会

矢野監督の講演会
役員選別会

第一回模擬例会

第二回模擬例会

かるた大会
地区献血

大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加

東大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪南ＲＡＣ例会へ参加

大阪西南ＲＡＣ例会へ参加

Uコミュニティホテル
Uコミュニティホテル

大阪富国生命ビル
籠の屋

ハービスPLAZA６F

大阪キャッスルホテル３F

クレオ大阪東

阪急グランドビル26F

大阪産業創造会館
天王寺
本町公園

大阪国際会議場

ひのき苑

味園

商工会議所
八尾市ＢＢＳ

リノアス７F

リノアス７F

東大阪アリーナ
京橋駅前

天王寺

Uコミュニティホテル

大阪ガスビル食堂

南船場

扇町スタジオ

19:30～21:00
19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:30

19:30～21:00

19:30～21:00

18:00～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:00
16:30～18:00

16:00～17:30

10:00～14:30

19:30～21:00

13:00～13:30
19:30～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00

9:00～14:00
11:30～16:00

19:30～21:00

19:30～21:00

19:00～20:30

19:30～21:00

19:30～21:00

８月21日
10月２日

10月23日
10月25日

11月５日

11月６日

11月16日

11月19日

11月21日
11月26日
12月７日

12月14日

12月21日

12月27日

１月15日
１月16日

１月27日

２月３日

２月９日
２月16日

２月18日

２月19日

２月21日

２月25日

２月26日

資料１
開 催 日 時 　 間 開 催 場 所 活 動 名 称 参 加 者 （敬称略）
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会　　長
直前会長

会長エレクト
副 会 長
幹　　事
会　　計
Ｓ Ａ Ａ

役　員 副 理事・役員会構成
笠井

山本（勝）

飯田
小谷
吉田
濵岡
稲田

相馬

佐野・中川(將)・大槻・北野・友田・曽家・鼓呂雲・平尾

笠井・山本（勝）・飯田・小谷
吉田・濵岡・稲田・西村   
川田・児林・田中   

小委員会委員会・担当理事 委員長 副委員長 委　員
中川（廣）

大槻
山本（勝）

長竹
野村
新宮
澁谷

北野

松井
曽家

小林
大熊
澁谷

鼓呂雲
富田
吉本
濵岡

中西（広）

柏木

曽家

藤田
宮川
山陰
児林
井川

松井・児林・平尾
坂本・福田・平尾
長竹・宮川・中西（広）

大橋・川村・竹中・竹原
倉内・鍋島・三木
松本  
山口・菅野・長竹
福田・相馬・竹中
宮川・児林 
寺坂・池尻・村本
井川・大橋 
中島・高井・奥谷
川村・佐々木 
小山・山本（昌）・濵岡
松井・北野・竹中
居相・井川・宇野
西・藤田・山本（隆）・友田
山本（義）  
大槻・竹原
戸田・松本・佐野
中西（啓）・山本（勝）・笠井
飯田・小谷・吉田

会員増強委員会
出席委員会
親睦活動委員会

プログラム委員会
クラブ研修委員会
クラブ広報委員会
越中八尾ＲＣ担当委員会

ロータリー財団委員会

米山奨学会委員会
インターアクト委員会

職業奉仕委員会　　西村　　

社会奉仕委員会　　川田

国際奉仕委員会　　児林

青少年奉仕委員会　　田中

クラブ戦略計画委員会　　居相

＊地区関係

　

ＲＩ D2660
戸田・松本
大槻 
友田 

諮問委員会
インターアクト委員会
ＲＹＬＡ委員会

相馬
小谷
児林

ロータリー財団委員会
職業奉仕委員会
ローターアクト委員会

クラブ
　管理運営
　　委員会

　小谷

会 長　笠　井　　実

本年度を振り返って

御　　礼

-１- -２- -３- -４- -５-

　本年度一年間は、会員の皆様並びに関係各位皆様に大変御世話になり有難うございまし
た。
　2019～2020年度の当クラブのテーマは、Ｔhe Pursuit True Service and Friendship

「真実の奉仕と親睦を探求する」でありました。私くしは、このテーマを全うすべく全力で
取り組んでまいりました。以下では、本年度の活動報告を具体的にご報告させて頂きま
す。
　クラブ管理運営委員会は小谷副会長を筆頭に大変ご活躍いただきました。この分野は、
クラブ奉仕部門ともいわれ、会員からお預かりした会費をもって、会員各位にサービスを
行う分野であります。この分野が十分に機能する事により、ロータリーライフがより楽し
く充実します。本年度は、小谷副会長のご指導により、各委員会が大変活発な活動を行い
すばらしいロータリーライフを構築していただきました。
　会員増強委員会では、中川廣次委員長のもと、小林副委員長、松井委員、児林委員、平尾
委員はもとより、多くさんのメンバーが増強活動に邁進して頂き、佐々木会員・松岡会員

（以上２名再入会）・倉内会員・鍋島会員・三木会員・森川会員・福村会員・谷口会員の
合計８名もの会員の入会を頂きました。これは2003年大槻美佐夫会長年度の８名以来の
16年ぶりの快挙であります。中川廣次委員長には、大変ご苦労をおかけしました。本当に
ありがとうございました。
　出席委員会は、大槻委員長にご尽力いただき、特に2020年１月15日には、阪神タイガー
スの矢野燿大監督をお招きした際には100％出席例会を開催して頂きました。本当に有難
うございました。
　親睦活動委員会では、山本勝彦委員長、澁谷副委員長はもとより、委員会メンバーにも大
変ご協力頂きありがとうございました。ロータリーの目的は親睦と職業奉仕にあります。
まさに親睦という重要な目的をもって、山本勝彦委員長は、この強い信念を伺わせる熱心
な活動を行って頂きました。2019年７月には久保惣美術館・スターゲイトホテル54階の
レストランスターゲイトを紹介頂きました。ホテルからの眺望は本当に素晴らしく、多く
さんのメンバーが、関西国際空港から飛行機の発着を目を輝かせながら見ておられたの
が、本当に印象的でした。また９月16日には滋賀県陶芸の森と料亭「魚松」でまったけと
近江牛の食べ放題にお連れいただきました。また12月11日には、コンラッドホテルにお
いて、昨年に続いて、大変豪華な忘年会を開催して頂きました。2020年５月に企画されて
おられた越中八尾の「曳きまわし」は新型コロナウイルスの流行の為、中止となったのが残
念です。以上のように山本勝彦委員長には、親睦の重要性を十分に理解され、各メンバー
の親睦の向上の為に大変努力されました。山本委員長大変お世話になりました。
　プログラム委員会におかれましては、長竹委員長が大変素晴らしい運営を行って頂きま
した。卓話は例会の華と言われます。質の高い卓話者が多くさん訪れる事によって、ロー
タリーの会合はより充実し、これが出席率の向上にも繋がります。本年度は行政からは、

松井大阪市長（日本維新の会党首）、大松八尾市長、藤原八尾消防長、佐藤警察署長の皆様
をお迎えして、各方面の新しい情報や政治の話や日本の未来の話など、大変有意義な時間
を過ごす事が出来ました。又、エンターテーメントからは、阪神タイガースの矢野燿大さ
んや、クラシックの調べチェロのアンサンブルでストリングストリオの皆様にお越し頂
き、豪華で格調高い時間を提供いただきました。又、地区からは四宮ガバナーの公式訪問
はもとより、溝畑正信氏、（ポリオ根絶）、泉博朗パストガバナー（ローターアクトの意義）
山﨑修一地区職業委員会委員長（職業奉仕根幹の根幹）、吉田会員（大阪中央ＲＣ）、ロータ
リー学友ディネスシュレスタさん（米山奨学制度と米山学友について）等にお越し頂き、
ロータリーの専門的な知識について卓話頂き大変有意義でありました。
　又、メンバーからは、佐々木会員より（ガン治療あれこれ）や寺坂会員・宇野会員にロー
タリーと企業経営についての卓話を頂きました。
　又、専門分野からは、エキスパートリンクの松田様より経費削減や、西村貴好様より（ほ
め達が人と組織を活性化）などの卓話を頂きました。他にも八尾ロータリークラブの各委
員長、メンバー様に大変素晴らしい卓話を多くさん頂戴頂き、有難うございました。
　「楽しく為になる」が私の例会に対するモットーです。この目的を達成すべく、長竹委員
長には、大変お世話になりました。本当に有難うございました。
　クラブ研修委員会におかれましては、野村委員長が、2019年９月11日にロータリー歴の
浅い会員を対象とした研修委員会および懇親会を開催して頂きました。又、2020年５月
に予定されていた、第２回研修事業は残念ながら中止となりました。一年間ご苦労様でし
た。
　クラブ広報委員会は、新宮委員長、吉本副委員長、福田委員、相馬委員、竹中委員の各位
が大変ご活躍頂きました。広報は、各方面に八尾ロータリークラブ知名度を上げて、新入
会員の増強につなげると共に、メンバーにも正しくて新しい情報を伝える為に大変重要な
委員会であります。活動としては、2019年９月18日に国道170号線のアクロスプラザの
対面に、八尾ロータリークラブの屋外看板を設置して、ロータリーの知名度の向上をめざ
しました。又、10月には笠井による動画の作成をし、内外にロータリーの活動をアピール
しました。
　又、My Rotaryは現在68名中45名の登録を頂き（66％）ロータリークラブセントラルへ
のＰＲ活動実施すると共に八尾ロータリークラブホームページ、ウエブサイトの改修も完
了しました。毎月１回（休止期間を除く）「ロータリーの友」紹介頂き、吉本会員には例会開
催の度に会報作成頂きました。また2020年１月28日にはＦＭちゃおにおいて収録し、八
尾ロータリークラブの紹介をして頂きました。当日は川田社会奉仕委員長、児林国際奉仕
委員長、と笠井が出演し本年度のロータリー活動について熱弁をふるい詳しく紹介しまし
た。この模様は2020年１月31日12時と19時と23時の３回の45分間ＦＭちゃおにおいて
放送されました。ロータリーのメンバー各位や地元の皆さん地区の皆様に向けて幅広く
広報活動を行って頂き本当にありがとうございました。
　越中八尾ロータリークラブ担当委員会におかれましては、新型コロナウイルスの流行の

為に、２月５日の公式訪問一回のみとなりました。澁谷委員長、濵岡副委員長、児林委員、
宮川委員ご苦労様でした。
　ＳＡＡ委員会は稲田委員長のもと、佐野会員、中川（將）会員、大槻会員、北野会員、友田
会員、曽家会員、鼓呂雲会員、平尾会員が副委員長を務めて頂き目覚ましい活躍をして頂き
ました。食事の質の向上や、ナイト例会の開催等大変ご尽力いただきました。特に素晴ら
しかったのが、ニコニコの集金額の多さであります。ここ４年間のニコニコ額の推移をみ
ると　　　　　　　　　　　　　　　　

以上で分かる様に本当に熱心な勧誘によって大変多く獲得して頂きました。言うまでも
有りませんが、管理部門の原資は会員の支払う会費で、まかなわれますが、奉仕部門の原資
はニコニコの集金収入でまかなわれます。本年のＳＡＡ委員会の皆様は、この事をよく理
解され、会員各位に何度も何度も繰り返し、ニコニコへの協力を訴え理解を得た結果が出
ていると思います。ＳＡＡ委員会の皆様、ご苦労様でした。本当に有難うございました。
　職業奉仕委員会におかれましては、職業奉仕の理念を正しく理解する為に、地区職業奉
仕委員長山﨑修一様や井川会員に卓話を頂きました。又、メンバーの職業スキルを向上さ
せるために１月22日帝国チャックの寺坂会員、アーテックの宇野会員に例会時に卓話して
頂いた後に、企業見学を行いました。八尾ロータリークラブでも特に素晴らしく経営を
行っておられる両企業を訪れ、メンバーの皆様共々大変勉強させて頂きました。又、２月
12日にはエキスパートリンクの松田様に「経費削減」に関する卓話を、６月24日には、北野
秀樹様にコロナウイルス関連融資に関する卓話を頂きました。今年は職業奉仕において
も充実した企画をして頂きました。西村会員本当にご苦労様でした。有難うございまし
た。
　社会奉仕委員会では、川田委員長、柏木副委員長、中島委員、高井委員、奧谷委員、佐々木
委員、川村委員のメンバーにご活動頂きました。今年はロータリーメンバーだけではな
く、八尾ＲＡＣ予定者や東大阪ＲＡＣのメンバーや金光八尾のインターアクトメンバー
や、不登校対策支援事業「輝」のメンバーも巻き込んで、様々な事業を展開して頂きました。
　本町２丁目のイルミネーションの点灯式や高齢施設での餅つき大会等を多くさんの
方々の参加でもって、盛大に行って頂きました。又、３月～５月の例会休会中にも、八尾
ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業を行って頂き、地区の四宮ガバナーから
もお褒めの言葉を頂きました。又、地区の「友愛」の事業にも参画し、八尾市立病院に使い
捨てマスク3,000枚布マスク200枚を寄贈して頂きました。有難うございました。

　国際奉仕委員会におかれましては、児林委員長、濵岡委員を中心に熱心に国際事業に取
り組んで頂きました。世界の最貧国の１つであるネパールにおいて、「命の水　教育の場
を求めて！！」の事業を行って頂きました。これは、山脈からパイプラインを敷き生活用
水を確保し、識字率の向上のための教育の場を提供する活動で素晴らしく成果を上げて頂
きました。又、年末には、メンバーの家族も多数巻き込んで、ネパールに於いて、医療キャ
ンプに参加し、角膜手術の支援事業に参加して頂きました。本当にご苦労様でした。又こ
れらの事業において八尾ロータリークラブからの資金拠出にも限界が有ることから、児林
委員長、濵岡会員、小谷副会長や、吉田幹事からも資金の提供を受けました。本当に有難う
ございました。ご苦労様でした。
　ロータリー財団委員会におかれましては、北野委員長が中心となり活動して頂き、卓話
を通じて、ロータリー財団への理解を深めると共に年次基金として一人当たり150$の寄
付金達成に、成功されました。本当にご苦労様でした。有難うございました。
　青少年奉仕委員会におかれましては、田中委員長、宮川副委員長、西委員、藤田委員、山
本（隆）委員、友田委員のメンバーで活動を行って頂きました。委員会は毎月行われ、活動
としても　①金光八尾高校インターアクトクラブ活動参加支援活動　②自然の中での活
動　③リーダー研　④地区青少年事業の参加　⑤こども食堂の支援　⑥不登校生対策

「輝」事業の設立協力運営協力　⑦八尾ローターアクトクラブの設立　⑧ＲＹＬＡ受講へ
の参加。２名動員などのすべての項目で目標達成されました。中でも八尾の不登校生支
援活動においては、八尾ロータリークラブでは設立費用の40％以上に当たる136万円もの
資金を地区からの協力も得て拠出しました。又、2020年６月22日には、八尾ロータリーク
ラブの有志７名が政府からコロナ対策で得た10万円を出して70万円の浄財を「輝」に寄付
しました。これは５月の理事会で、児林国際奉仕委員長が、国から得たお金で何か良い事
をしようという提案があり、八尾ロータリークラブが中心となって設立した「輝」が新型コ
ロナウイルスの影響も有り、企業からの寄付金が細っているのと50名の生徒を集めるの
が、コロナウイルスによって遅れている為、運営費用が当初予算よりも大きく不足してい
て運営に窮しているという事なので、資金を供給することにしました。具体的には佐野会
員、濵岡会員、井川会員、小林会員、田中委員長、児林会員、笠井の７名で70万円を寄付し
ました。
　又、ローターアクトクラブ設立にも大変ご尽力頂き、気の遠くなる様な準備に次ぐ準備

（別紙 資料１）を重ねて、2020年２月５日に国際ロータリークラブより正式に認証され、
正式に発足されました。その後、他のローターアクトクラブ見学と八尾ローターアクトク
ラブの模擬例会を重ねる予定でしたが、新型コロナウイルスの流行により、活動が停止さ
れ、四宮ガバナーを迎えても認証状授与式も無期延期となりました。次年度以降の八尾
ローターアクトクラブの理事役員も固まっており、既に次年度に向けての歩みを始めてお
ります。６月29日には、八尾ローターアクトクラブの本年度最終例会を迎えます。今後の
ローターアクトクラブの活動にも田中会員及び田中祐子元東大阪ＲＡＣ生様にご活躍頂
けます様よろしくお願い致します。田中委員長本年度は本当にご苦労様でした。有難う
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ございました。
　米山奨学委員会は、松井委員長、山陰副委員長、山本（義）委員」によって活動して頂きま
した。米山奨学制度に対しての意識調査を行い、地区の委員会にも問題提起行い、地区の
米山委員会にも八尾ロータリークラブに来て卓話をいただく予定でしたが、新型コロナウ
イルスの影響で、中止となり大変残念です。又、新型コロナウイルスで、例会休会中にも米
山の勉強会を、大阪中央ロータリークラブの吉田会員と米山奨学学友会のディネスシュレ
スタさんを招き行いました。大変有意義な勉強会となり、特に吉田様の「米山奨学生を見
るな米山学友を見ろ」と言う言葉は今も心の中に残っています。松井委員長本当にご苦労
様でした。有難うございました。
　インターアクト委員会は曽家委員長、児林副委員長、大槻委員、竹原委員で活動して頂き
ました。当クラブのインターアクトクラブは30年もの歴史が有り、年を重ねるごとに活発
に活動されております。金光八尾のインターアクトクラブは、人数においても活動の質に
おいても、2660地区内で、最大のクラブとしての地位を確立しておられます。曽家委員長
も大変熱心に活動され、金光八尾中高学校へバザーの商品をメンバーから募り寄付され、
そこでの売上をロータリーのポリオ根絶の為の基金に寄付される等、素晴らしい活動をし
て頂きました。又、本年度は多くの金光八尾インターアクトクラブのメンバーや顧問の先
生方が八尾ロータリークラブの夜間例会やもちつき大会等にも積極的に参加して頂きま
した。有難うございました。　
　ローターアクト委員会は、児林会員を委員長にして総勢20名ものメンバーで活動して頂
きました。ローターアクトクラブの設立は、八尾ロータリークラブとしては、30年前にイ
ンターアクトクラブを設立して以来の一大事業でありました。初代委員長の児林会員に
大変ご苦労をおかけしました。
　おかげ様を持ちまして、2020年２月５日には、国際ロータリーにおいて八尾ローターア
クトクラブを正式に認証を受けました。現在約30名もの八尾ローターアクトクラブ生が
在籍しておりますが、新型コロナウイルスの影響で活動中止もあり、次年度にむけての準
備をしておられます。今後八尾ロータリークラブ・八尾ローターアクトクラブ・八尾イ
ンターアクトクラブの３クラブは共に益々発展する事を願ってやみません。児林ロー
ターアクトク委員長、本年は本当にご苦労様でした。有難うございました。

　以上で各委員会活動のご報告並びに各委員長、委員各位に対する御礼とさせて頂きま
す。
　次に八尾ロータリークラブの新型コロナウイルス対策事業をご紹介します。

八尾ロータリークラブ新型コロナウイルス対策事業について
　2020年４月10日金曜日17時１分に、2660地区より当クラブに１通のメールが送信され
ました。それは、2660地区がコロナウイルス対策として、１クラブ50万円を上限として、
400万円の補助金を受付ける旨のメールでありました。送信時間が金曜日の17時１分で

あり、ほとんどのクラブの事務局は17時に終了しているので、このメールをクラブ関係者
が目にするのは13日の午前中になります。私も13日にこの補助金を使い、コロナウイル
スの為にやり残した事業を何とかしてやり遂げたいと思い奔走しました。
　先ずやり残した事と言えば、里親会に対する事業でありました。当初東大阪里親会の里
子、その兄弟、里親を連れて八尾ローターアクトクラブ会員にも手伝ってもらって、白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を予定していたが、３月よりクラブの全ての行事が中
止され、この事業も例外ではありませんでした。そこで里親会の方々にコロナ対策をしよ
うと考えました。方法としては、学校休校中に使用出来る教育資材や消毒液、マスク等の
配布が候補に挙がりましたが、教育資材を配布はまんべんなく効率よく配布するのは難し
いという観点から外され、消毒液で進み始めました。
　相馬会員、川田会員と相談しながら先ず幹事・副会長の了承を取り付け、理事役員も一
人一人電話で了解してもらい、安堵していたのも束の間、４月14日の11時頃、消毒液が厚
生労働省の基準を満たしている確証が取れないとの指摘を受け、急遽消毒液をマスクに変
更する判断を下しました。宇野会員に連絡を取り、外出先より会社に電話をして頂きマス
クの見積書をもらい、飯田エレクトに連絡して今日中にサインが必要なので夕方まで会社
に待機する様お願いをしました。相馬会員が、15時から補助金申請書の作成作業に入れる
と伺い、15時前より相馬会員の会社近くで待機していたところ、携帯電話で連絡を受け、
申請書を頂きに上がりました。その場で本年度会長のサインを書き、その足で飯田会長エ
レクトの会社の近くまで赴きエレクトのサインを頂き申請書をその足で相馬会員の会社
へ届けて地区への送信を依頼しました。その後、相馬会員の最終チェックを経て14日の
18時１分に地区への申請を完了しました。
　13日午前中に見た補助金を14日の夕方には完成させましたが、400万円の補助金は80
クラブ中８件分しかなく、かなり過酷な争奪戦だったようです。当クラブの申請は、皆様
のお陰を持ちましてギリギリで滑り込む事が出来ました。
　４月27日16時に里親会を川田社会奉仕委員長、川村会員、児林会員と笠井が訪れ、直接
マスクを手渡しました。アドベンチャ－ワ－ルドの事業が中止になり、沢山の子供達に泣
かれたとの話を伺い断腸の思いでしたが、いつの日か八尾ロータリークラブとして白浜ア
ドベンチャ－ワールドへの一泊事業を行いたい旨を告げて贈呈式を終了して、４月28日に
は当クラブが最大のスポンサーとして立ち上げた不登校生の教育機関である輝と、子供食
堂の子供達の為のマスクの贈呈式を行いました。輝と子供食堂の代表である浦上氏は、

「貴重なマスクを頂き本当にありがとうございます。」と喜んで頂きました。
　当日は田中青少年委員長、小谷副会長、吉田幹事、吉本会員、笠井の５名で贈呈式に参加
しました。この模様は、４月30日の読売新聞にも掲載されました。
　この地区の補助金とは別に同時進行で八尾市役所への飛沫感染予防板の贈呈事業を進
めていました。2020年４月15日に所用で八尾市役所を訪問した際に当時の市役所にコロ
ナウイルスの飛沫感染対策が何も無かった事に愕然として、直ちに市役所に防止板を寄贈
しようと思いました。そこですぐに八尾ロータリークラブの松井会員に連絡を取り、八尾

市に防止板を寄贈したいとの旨を、市長に伝えて頂ける様にお願いをしました。松井会員
は早速市長に連絡を取って頂き、４月16日朝に市長を訪れる約束を取って頂きました。
　そして４月16日朝一番に大松市長と面会し、「喜んで頂戴します。」との回答を頂きまし
た。当初は市役所の１階部分に設置する予定でしたが、市の職員の方が市役所の全館と、
出張所と、図書館の分もと言われたので、初めの予算を大幅に上回りましたが、どうせなら
喜んでもらえる方がよいと思い引き受ける事にしました。
　この防止板は、当社のＰＥＴボトル100％リサイクル高透明板を使用し、大阪府から出
たＰＥＴボトル原料を使用している為に「大阪もん」の認定を受けており、国のエコマーク
の認定も受けています。又、大松市長との約束で市役所で不要になった際には全てを引
取、当社で再利用することになっています。
　原板の製造は笠井産業株式会社が行い、原板をカットするのは、八尾ロータリークラブ
の会員である鍋島さんの会社である伊豆田株式会社で行い、書類の受け渡しの際の開口部
の抜き加工を株式会社八尾パッキングが行い、防止板を立てる為に使う折り曲げ加工を広
志工房が行いました。この防止板は八尾の業者で完成されています。
　当初はプレートの加工賃は全て笠井産業株式会社が支払う覚悟をしていましたが、加工
業者の３社が３社共、八尾市と八尾市民の為に役立てるなら無償で協力したいとの申し入
れがあり、大変嬉しく思いました。
　これはまさに、ロータリークラブで学んだ職業奉仕事業が実践出来たと言えます。職業
奉仕の定義は、「高い倫理観、道徳性、高潔性を持ち、相手の立場に立って思いやりを持って
天職である職業に励み、これを業界にも広げて行く」とあります。いつも一緒に仕事をし
ている方々にも職業奉仕の理念を理解されている事が本当に嬉しかったです。これで松
井会員と鍋島会員と笠井とあと業会の方も巻き込んだ八尾ロータリークラブの事業が１
つ完成しました。
　そしていよいよ４月24日の贈呈式の日がやって来ました。当日は松井会員、吉本会員、
鍋島会員、加工業者の広志工房の前原氏、株式会社八尾パッキングの水舎氏、笠井産業株式
会社の社員２名、笠井、私の嫁と長兄を連れ市役所の１階で贈呈式に臨みました。市役所
全フロアーに防仕板が並んでいるのを見て、これで市役所を訪れる市民と市職員の安全に
少しでも役立てると思うと本当に嬉しかったです。尚、この模様は４月25日産経新聞を始
め、４月25日毎日新聞、４月28日の読売新聞等にも掲載されました。
　この他にも、八尾ロータリークラブの親睦と職業奉仕が結実した事業が有ります。それ
は宇野会員の株式会社アーテックが輸入したマスクを、松っちゃん給食の小林会員が学校
給食の休業により過剰になった人員約100名を派遣し、検品作業を補助し、八尾市が検品
場所として、市の体育館を無償で貸与する一方、八尾市の名前の入ったマスク購入権を、株
式会社アーテックのコスト負担（約400万円）で日本郵政のポスティングシステムを利用
して、八尾市全戸（約13万世帯）に配布させる。 
　そのマスクの引き渡し場所を、シグマ薬局の奥谷会員の８店舗と松ちゃん給食の２つの
事業所が担うというものです。価格は50枚入り１箱2,690円で１世帯２箱まで買う事が出

来ます。
　「ロータリーの親睦は出席から」と言われますが、20年近い歳月が３社に大きな親睦関
係を築き、今回の事業に繋がりました。これは本当にわがクラブにとって喜ばしい出来事
であります。又、今回事業を行う事によって、小林会員、宇野会員、奥谷会員の3会員の親
睦がより深まる事を祈って止みません。尚この模様は５月３日の毎日新聞に掲載されま
した。尚、宇野会員は、この他にも八尾市の教員の方々に１人当たり10枚ずつ、計1,300枚
のマスクを無償で提供されました。これも含めて、八尾ロータリークラブの活動にする様
申し出て頂きました。
　その他にも八尾ロータリークラブの宇野会員と佐野会員が、八尾市立病院でマスクが不
足しているということを知り、10,000枚のマスクを八尾ロータリークラブの事業として寄
贈されました。佐野会員は何十年間も親子２代に渡り、海外で毎年学校や図書館を寄贈さ
せており、今回の寄贈はご本人にすれば額も少なく、恥ずかしいので匿名にして欲しいと
の事でしたが、同クラブ内の事なので、公表させて頂きます。ありがとうございました。
　その後、地区からの新型コロナウイルス対策事業として「友愛」の事業が提案され、八尾
ロータリークラブもこれに参加し、地区に頂いた使い捨てマスク2,000枚と布マスク200
枚と八尾ロータリークラブより1,000枚の使い捨てマスクを寄贈しました。
　又、その他にも八尾ローターアクトクラブ会員の北山会員も、八尾市に2,000枚のマス
クを寄贈されました。出来たばかりの八尾ローターアクトクラブ会員の間にも奉仕の心
がどんどん育ちつつある事を聞くに至り、大変嬉しく心強く思います
　この様に、地区から提案された補助金をきっかけに、今まで述べてきた様に八尾ロータ
リークラブの新型コロナウイルス感染対策事業は大きく花開きました。ロータリークラ
ブの活動は、池に１つの石を投げた時に、波紋がどんどん広がっていく様なものだと教わ
りました。
　新型コロナウイルスの影響で、メンバーも集められないし例会も出来ず、活動資金であ
るニコニコ箱の集金さえ出来ない現状でありますが、私達八尾ロータリークラブには長年
多くのメンバーが、親睦で培った信頼関係や職場奉仕で学んだ相手を思いやる心や、奉仕
の心が有ります。この八尾ロータリークラブの心を持って、メンバー全員が新型コロナウ
イルスとの戦いに必ずや打ち勝つ事を確信しております。
　最後に四宮ガバナー初め、福家財団委員長からタイムリーな補助金を頂いたお陰で、私
の年度として素晴らしい事業総仕上げができました。本当にありがとうございました。
　また、本年度の最終事業として、国より国民１人当り10万円支給された補助金で何かよ
い事をしようと言う児林会員の提案を受けて、八尾ロータリークラブが主宰して設立され
た不登校児童対策機関である輝が、新型コロナウイルスの影響で資金が不足しているとい
う事を聞きつけ、メンバー有志で寄付する事になりました。佐野・井川・小林・田中・濵岡・
児林・曽家・竹中・笠井の９名で、90万円の資金を寄付しました。
　次に数字で見た八尾ロータリークラブの奉仕部門のご報告をさせて頂きます。

他に地区よりマスク2,000枚　　　　　　　　 奉仕部門個人負担分
布マスク200枚　　　　　　　 　　　佐野会員、宇野会員マスク　 52万円
次年度以降地区補助金獲得額　　40万円　　　地区より獲得したマスク　　15万円

（八尾市立病院分）
　　　　　　　　　　　　 7,270,205円　　　鍋島会員、笠井他、八尾市役所及び
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　国際交流センターへ飛沫防止パネル　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 158万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野会員、八尾市民への通信費　400万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野、濵岡、井川、小林、田中、児林、曽家、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中、笠井　　　　　　　輝 90万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　合　計　　　　14,420,250円

　つまり、本年度皆様からお預かりしたニコニコの寄付金5,220,000円は、地区より獲得
した補助金および会員有志の貴重な浄財とあわせて14,420,250円の奉仕額（ニコニコの
約2.7倍）として、地元地区の奉仕を受ける事を必要としている受益者や行政、市機関等に
奉仕させて頂きました。有難うございました。

　最後に受賞に見る本年度の検証をさせて頂きます。
　別紙 資料２は、ロータリー会長賞の受賞に関する説明書であります。ご覧になれば分
かります様に、当年度は「新しいクラブをつくる」という一項目を除いて、全項目達成とな
りました。
　もともと上段の９項目より５項目目９項目目より５項目の達成を要求されておりまし
たが、新型コロナウイルスの影響を考慮して、３項目ずつの達成で良い事に変更になりま
したが、当クラブはほぼ全項目で達成となりました。又、右欄の４項目の内３項目に上の
達成となるので、通常の会長賞にあわせてロータリー会長賞プラチナ賞の獲得を予定して
おります。これも一重に八尾ロータリークラブの会員の皆様の質の高さと努力のたまも
のと思います。本年度は皆様のお陰を持ちまして良い年度とする事が出来ました。本当
に有難うございました。

　2019～2020年度八尾ロータリークラブの幹事という大役を仰せつかり、緊張の連続で
した。理事役員及び会員皆様のご協力とご理解で、１年間無事年度を終わることができま
した。心より感謝を申し上げます。今後も八尾ロータリークラブの為に私ができること
は、精一杯頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

56期　山本昌市年度
57期　菅野茂人年度
58期　山本勝彦年度
59期　笠井　実年度

47
46
48
34

例会数 会員数集金額 １回当り集金額 １回１人当り金額

54
58
60
68

1,383
1,355
1,439
2,257

3,510,160
3,615,000
4,138,000
5,220,000

74,684
78,587
86,208

153,529

ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロータリー戦略計画の優先事項を
支えるために、以下に挙げられた活動項目を達成したクラブを称えることを
目的としています。クラブは、これらの項目を達成するために丸1年間をかけ
て取り組みます。

クラブがMy ROTARYでクラブ・会員の情報を更新している限り、多くの項
目の達成状況は、国際ロータリーで自動的に確認することができます。い
くつかは、ロータリークラブ・セントラルなどのオンラインツールを使って、
クラブが達成状況を入力する必要があります。ロータリー賞の受賞資格を
満たすには、年度開始時から終了時までクラブが正規にRIに加盟してい
ることが条件となります。2019年7月1日時点の会員数と比較して算出さ
れ、2020年7月1日時点の会員数が確定する2020年8月15日以降に表彰
されます。

人びとをつなぐ
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ会員増強委員会を設置し、その委員
長を国際ロータリーに報告する。

  会員1名の純増を達成する。

  既存会員と新会員の維持率を維持または改善する：

  クラブの会員維持率を1ポイント上げる。 または

  2018-19年度のクラブの会員維持率が90％以上である場合、これを
維持する。

  女性会員または40歳以下の会員1名の純増を達成する。

  会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社会にあるビジ
ネスと専門職の実情に沿った会員基盤を築くために活動する。

 新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会共同隊のスポンサーま
たは共同スポンサーとなる。 

  インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱または共同提唱
する。 

  ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーでネットワークを広げ
る機会を紹介する。 

  青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。 

行動する
以下のうち少なくとも5項目を達成

  少なくとも5名の会員から成るクラブ財団委員会を設置し、その委員長を
国際ロータリーに報告する。 

  奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。 

  年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少なくとも100米ドルとな
る。 

  ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした行事を
開く。 

  ロータリーの6つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉仕プロ
ジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。 

  クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティア活動に
費やした時間、募金額など）をRotary.orgに投稿する。

  企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを継続または確立し、
プロジェクトで協力する。 

  ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変える行動人」キ
ャンペーン用広告・資料、その他の関連資料を活用する。 

  クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメディアと話す機会
を手配する。 

2019-20年度　 
ロータリークラブ対象のロータリー賞 

2019-20年度　 
ロータリー会長特別賞 

ロータリークラブ対象 
ロータリー賞を達成し、さらに以下から1項目を達成した場合「シルバー賞」、 
2項目達成で「ゴールド賞」、3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

  リーダーをつなぐ：会員5名以上の純増を達成する。 

  家族をつなぐ：会員の家族、青少年プログラム参加者や地域社会のその
ほかの人たちが参加できる家族志向の奉仕プロジェクトを実施する。

  職業や専門知識をつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシッ
プ、自己研鑽、専門能力開発プログラムなどを開始または継続する。

  地域社会をつなぐ：少なくとも月に4回、ソーシャルメディアでクラブとそ
の奉仕活動の情報を発信し、クラブ会員がいかに「世界を変える行動
人」であるかを示す。 

なお、今年度は、ロータリー賞の必須項目を達成し、さらに追加項目から 
1～3項目を達成したロータリークラブに、ロータリー会長特別賞が贈られます。

資料２

× ←  この項目以外すべて達成×

2019年度 奉仕事業収支
収　　　入

支　　　出

金　　額摘　　　要

総　　合　　計

金　　額摘　　　要奉仕委員会

ニコニコ
地区補助金（輝）
地区補助金（ロータリーデー）
地区補助金（コロナ）
ＲＡＣ地区補助金
利　　息

5,220,000
530,172
270,000
500,000
200,000

33
6,720,205

83,198
83,198
10,648
10,660

274,841
499,389
502,480
50,880

1,348,898
1,130,000

109,072
1,239,072

354,701
1,360,864

61,540
20,660

276,864
11,410
20,000
69,880
30,000
33,000
20,000

100,000
100,000

2,458,919
6,160

94,035
409,698

9,000
518,893

1,071,225
6,720,205

会社訪問（飲み物・バス代・お土産）
　　　　　　　　　　合　計　①
八尾市文化芸術芸能協賛・振込手数料
八尾市市民憲章推進協議会会費・振込手数料
餅つきプロジェクト
ロータリーデー
コロナ事業
友愛・振込手数料
　　　　　　　　　　合　計　②
ネパール事業
台北東ＲＣ祝い金・お土産
　　　　　　　　　　合　計　③
自然の中で協賛・飲み物・振込手数料
輝（不登校対策）
ＲＹＬＡ登録・振込手数料
東大阪ＲＣラグビー事業協賛
インターアクト海外研修・振込手数料
インターアクト例会会食費
金光八尾高校文化祭祝金
インターアクト年次大会登録・振込手数料
忘年家族会（金光八尾高校２名）
餅つきインターアクトバス代
金光八尾高校卒業祝い
インターアクト活動費
子ども食堂
　　　　　　　　　　合　計　④
ローアクトクラブ認定料・振込手数料
会議費
旗・テーブル・椅子・鐘・ホワイトボード振込手数料
１/15 会食費３名分
　　　　　　　　　　合　計　⑥
今年度発生した繰越金　⑦
総合計　①+②+③+④+⑤+⑥+⑦

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

青少年奉仕委員会

ＲＡＣ委員会

} 約15万円

八尾ローターアクトクラブ候補生活動報告書

八尾ＲＣ：児林委員長・曽家・田中
八尾ＲＣ：小谷副会長・吉田幹事・濱岡・稲田・川田・柏木
　宮川・大槻・山本・相馬・田中
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・井川・濱岡・藤田・友田・田中
地区ローターアクト委員長：菅本泰年
地区副幹事 柳澤大輔
吹田ＲＣ：井川亜里紗　　東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・田中祐子
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・佐野
　井川・稲田・田中・相馬・山本・曽家・友田
八尾ＲＡＣ候補生：
　児林成輝・児林皇輝・加藤千尋・樽井大樹・富永達也・芝田和樹・
　小林佑希・栗山休恭章・大井将嗣・東中愛果・松本祐希・金村哲寛・
　田中聡一郎・滝澤俊兵・赤池保人・斉藤智文
八尾ＲＣ：藤田
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章

八尾ＲＣ：児林委員長・田中・曽家
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・大井将嗣
八尾ＲＣ：笠井会長・濱岡・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・松山聖矢・松田真優佳
八尾ＲＡＣ候補生：有田伊織
八尾ＲＡＣ候補生：赤池保人・倉角和哉
東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・倉角和哉・丸田優輝樹
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・富永達也・芝田和樹・
　山岡美那・児林成樹・上農梨花
東大阪ＲＡＣ：
　松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子・桑田杏奈
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・松山聖矢・
　有田伊織・大井将嗣・北山弾也・児林皇輝・丸田優樹・東中愛果・
　倉角和哉・川口哲生・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：小谷副会長・曽家・田中・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・
　小林佑樹・倉角和哉・金谷光泰
八尾ＲＡＣ候補生：小林佑樹・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡
　藤田・友田・曽家・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・小林佑樹・倉角和哉・
　金谷光泰・加藤千尋・栗山恭章・有田伊織・北山弾也
天王寺ＲＣ：西浦
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・児林委員長・濱岡・稲田・新宮
　宮川・大槻・藤田・友田・曽家・相馬・山本・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・松山聖矢・有田伊織・大井将嗣・金谷光泰・赤池保人・
　滝澤俊兵・倉角和哉・芝田和樹・富永達也・中村和希・丸田優樹・
　中熊麻衣・北山弾也・児林成輝・志綾香・志樹理梨亜
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡・
　稲田・新宮・宮川・大槻・藤田・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・倉角和哉・
　丸田優輝樹・有田伊織・金谷光泰・北山弾也・中村和希・丸田優樹
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・有田伊織
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・有田伊織・松本祐希・栗山恭章・小林祐希
八尾ＲＣ：曽家
八尾ＲＡＣ候補生：
　倉角和哉・中村和希・大井将嗣・丸田優樹・栗山恭章
八尾ＲＣ：川田・新宮・藤田
八尾ＲＡＣ候補生：滝澤俊兵・北山弾也
八尾ＲＣ：吉田幹事・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＣ：小谷副会長・友田
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・有田伊織・川口哲生
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松山聖也・小林佑樹

東大阪ＲＡＣへ見学
東大阪ＲＡＣへ見学

大阪西南ＲＡＣへ見学
初顔合わせ

大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪梅田ＲＡＣ天満橋ＲＡＣ
　　 合同例会への参加
枚方ＲＡＣ大阪梅田ＲＡＣ
東大阪ＲＡＣの合同例会へ参加
大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪東ＲＡＣ例会へ参加
大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加
イルミネーション点灯式

シンポジウム

もちつき大会

ＲＡＣ忘年会

矢野監督の講演会
役員選別会

第一回模擬例会

第二回模擬例会

かるた大会
地区献血

大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加

東大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪南ＲＡＣ例会へ参加

大阪西南ＲＡＣ例会へ参加

Uコミュニティホテル
Uコミュニティホテル

大阪富国生命ビル
籠の屋

ハービスPLAZA６F

大阪キャッスルホテル３F

クレオ大阪東

阪急グランドビル26F

大阪産業創造会館
天王寺
本町公園

大阪国際会議場

ひのき苑

味園

商工会議所
八尾市ＢＢＳ

リノアス７F

リノアス７F

東大阪アリーナ
京橋駅前

天王寺

Uコミュニティホテル

大阪ガスビル食堂

南船場

扇町スタジオ

19:30～21:00
19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:30

19:30～21:00

19:30～21:00

18:00～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:00
16:30～18:00

16:00～17:30

10:00～14:30

19:30～21:00

13:00～13:30
19:30～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00

9:00～14:00
11:30～16:00

19:30～21:00

19:30～21:00

19:00～20:30

19:30～21:00

19:30～21:00

８月21日
10月２日

10月23日
10月25日

11月５日

11月６日

11月16日

11月19日

11月21日
11月26日
12月７日

12月14日

12月21日

12月27日

１月15日
１月16日

１月27日

２月３日

２月９日
２月16日

２月18日

２月19日

２月21日

２月25日

２月26日

資料１
開 催 日 時 　 間 開 催 場 所 活 動 名 称 参 加 者 （敬称略）



理　事　会　記　録
月 日 議　　　　事 月 日 議　　　　事

-14-

月 日 議　　　　事 月 日 議　　　　事

-15-

７.  ３

７. 10

８.  ７

９.  ４

９. 11

委員会構成表の件
2019-20予算の件
上半期会費請求書の件
各クラブ表敬訪問の件
看板設置の件
インターアクト海外研修費の件
地区運営資金・地区活動資金・地区大会資金送金の件
出席規定適用免除者確認の件
ビジターフィー変更の件
叙勲お祝いの件
ボランティア活動保険の件
8/28例会時間変更（19：00～）の件
青少年委員会「輝き」の不登校対策事業を支援する件

飯田年度60周年実行委員長（中西啓詞会員）の件
八尾商工会議所創立70周年記念式典
　　　　　　　　　　　お祝い（20,000円）の件
看板設置他クラブ共同掲載の件
新入会員（森川充康様）の件

60周年の件（組織表・9/18フォーラム卓話延長の件）
議事録承認事項
会計報告
初親睦会収支報告
研修事業の件
八尾市文化芸術芸能祭協賛金の件
台北東RC公式訪問の件
ネパール・シンドパルチョック地区に於いて
　　飲料水確保と識字率の向上を支援する事業の件

「自然の中で」「リーダー研」の件
ローターアクトクラブ設立準備委員会設立の件
事務局お盆休み8月13日（月）～16日（金）の件
杉本名誉会員の死去に伴う香典の件
薬物乱用防止の募金箱回覧の件

議事録承認事項
会計報告
8/28夜間例会収支報告
新入会員（再入会　松岡伸晃様）の件
秋の親睦旅行の件
研修事業の件
金光八尾高校インターアクトクラブ夜間例会会食費の件
秋のRYLA登録の件
金光八尾高校文化祭・卒業式・入学式祝金の件
長崎・佐賀豪雨災害令和元年８月豪雨義捐金の件

RAC設立準備委員会構成の件
指名委員会構成の件

議事録承認
親睦旅行事務局参加の件
八尾市市民憲章推進協議会会費の件
会員名簿作成の件
秋のRYLA登録費の件
米山奨学制度についてのアンケート
インターアクトクラブ年次大会の件
八尾中央ライオンズクラブ45周年記念式典の件
地区大会信任状の件
四和会事務局参加の件

議事録承認
会計報告・書式変更の件
秋の親睦旅行収支報告の件
忘年家族会の件
11月卓話お礼・お土産の件
2020-21年度地区出向推薦の件
2020-21年度ガバナー補佐立候補推薦書の件
八尾ローターアクトクラブ設立及び細則変更の件
会計監査費の件
ロータリーデーYAO2019の件
高齢者施設にRAC，IACを招いて共に
　　　　　　　餅つきを行うプロジェクトの件
インターアクト海外研修下見の件
八尾市青少年問題協議会委員の派遣について（依頼）の件

新入会員（福村修一様）の件

議事録承認事項
会計報告
60周年実行委員会組織表の件
八尾ロータリークラブ定款細則変更の件
在籍（50年）祝い品の件
秋の親睦旅行収支報告の件
忘年家族会ピアノ先生・事務局参加の件
忘年家族会金光八尾高校ＩＡ顧問参加の件
卓話お礼・お土産の件
会員名簿追加シールの件
新年初例会の件
リース期間満了に伴う契約手続きの件
事務局年末年始休暇の件（12/28～1/5）

10.  ２

11.  ６

11. 13

12.  ４

１.  ８

２.  ５

３.  ４

議事録承認
会計報告
下半期会費請求の件
新入会員（谷口善紀様）の件
会長動画請求書の件
企業訪問
台北東RC公式訪問事業報告の件
フィリピン・サンタマリアRC公式訪問の件
インターアクト（餅つきバス代）の件
ローターアクト備品の件
東大阪東RC創立55周年記念例会・祝宴の件
ラグビーロータリーフレンドシップマッチ協賛の件
卓話お土産の件
親睦旅行日程の件

議事録承認
会計報告
忘年家族会収支報告の件
卓話お礼・お土産の件
新年例会収支報告の件
ネパール・パイプライン・教育の場プロジェクト事業報告書
大阪柏原ＲＣ創立50周年記念式典の件
会計報告「輝」口座残高を青少年委員会費に戻す件
佐々木会員古稀祝の件
メークアップルールアンケートの件

議事録承認 
会計報告
３月例会休会の件
春の親睦旅行中止の件
ホームページ修正の件
企業訪問事業報告の件
令和２年度・３年度青少年健全育成
　　　　　八尾市民会議委員の派遣の件
3/25（水）例会休会時間に米山奨学委員会開催の件

議事録承認
会計報告
会計監査の件
会員名簿作成の件
例会休会の件
研修事業の件
インターアクター、ローターアクターと共に
　　　高齢者施設で餅つきプロジェクト事業報告
ロータリーデーYAO2019事業報告
米山奨学委員会の件
雇用契約書の件

議事録承認
会計報告
５月例会休会の件
会員名簿の件
新型コロナウイルスの脅威から子どもたちを守るプロジェクト
里親里子達に１泊レクリエーションを提供する
　　　　　　　　　　　　プロジェクト中止の件
子ども食堂の件
八尾をきれいにする運動推進本部への本部委員派遣の件
八尾市立病院にマスク1,000枚寄贈の件
職業分類変更の件(西会員）
新型コロナウイルス感染症拡大防止
　　　　　　特別プロジェクト「友愛」協力金の件
雇用条件通知書・賃金規定及び就業規則の件
クールビズ（5～9月）の件

議事録承認
会計報告

「交通事故をなくす運動」八尾市推進本部委員の依頼の件
会計特別監査の件
６月例会休会の件
６月例会開催時の昼食の件
年会費返金の件
松下先生休業の件
ローターアクト委員会専用口座開設及び
　　　　　　　　　本年度委員会繰越金入金の件
６月24日例会卓話延長の件
金光八尾高校インターアクト活動費の件

４.  １

５. 13

６. 10

理　事　会　記　録
月 日 議　　　　事 月 日 議　　　　事

-14-

月 日 議　　　　事 月 日 議　　　　事

-15-

７.  ３

７. 10

８.  ７

９.  ４

９. 11

委員会構成表の件
2019-20予算の件
上半期会費請求書の件
各クラブ表敬訪問の件
看板設置の件
インターアクト海外研修費の件
地区運営資金・地区活動資金・地区大会資金送金の件
出席規定適用免除者確認の件
ビジターフィー変更の件
叙勲お祝いの件
ボランティア活動保険の件
8/28例会時間変更（19：00～）の件
青少年委員会「輝き」の不登校対策事業を支援する件

飯田年度60周年実行委員長（中西啓詞会員）の件
八尾商工会議所創立70周年記念式典
　　　　　　　　　　　お祝い（20,000円）の件
看板設置他クラブ共同掲載の件
新入会員（森川充康様）の件

60周年の件（組織表・9/18フォーラム卓話延長の件）
議事録承認事項
会計報告
初親睦会収支報告
研修事業の件
八尾市文化芸術芸能祭協賛金の件
台北東RC公式訪問の件
ネパール・シンドパルチョック地区に於いて
　　飲料水確保と識字率の向上を支援する事業の件

「自然の中で」「リーダー研」の件
ローターアクトクラブ設立準備委員会設立の件
事務局お盆休み8月13日（月）～16日（金）の件
杉本名誉会員の死去に伴う香典の件
薬物乱用防止の募金箱回覧の件

議事録承認事項
会計報告
8/28夜間例会収支報告
新入会員（再入会　松岡伸晃様）の件
秋の親睦旅行の件
研修事業の件
金光八尾高校インターアクトクラブ夜間例会会食費の件
秋のRYLA登録の件
金光八尾高校文化祭・卒業式・入学式祝金の件
長崎・佐賀豪雨災害令和元年８月豪雨義捐金の件

RAC設立準備委員会構成の件
指名委員会構成の件

議事録承認
親睦旅行事務局参加の件
八尾市市民憲章推進協議会会費の件
会員名簿作成の件
秋のRYLA登録費の件
米山奨学制度についてのアンケート
インターアクトクラブ年次大会の件
八尾中央ライオンズクラブ45周年記念式典の件
地区大会信任状の件
四和会事務局参加の件

議事録承認
会計報告・書式変更の件
秋の親睦旅行収支報告の件
忘年家族会の件
11月卓話お礼・お土産の件
2020-21年度地区出向推薦の件
2020-21年度ガバナー補佐立候補推薦書の件
八尾ローターアクトクラブ設立及び細則変更の件
会計監査費の件
ロータリーデーYAO2019の件
高齢者施設にRAC，IACを招いて共に
　　　　　　　餅つきを行うプロジェクトの件
インターアクト海外研修下見の件
八尾市青少年問題協議会委員の派遣について（依頼）の件

新入会員（福村修一様）の件

議事録承認事項
会計報告
60周年実行委員会組織表の件
八尾ロータリークラブ定款細則変更の件
在籍（50年）祝い品の件
秋の親睦旅行収支報告の件
忘年家族会ピアノ先生・事務局参加の件
忘年家族会金光八尾高校ＩＡ顧問参加の件
卓話お礼・お土産の件
会員名簿追加シールの件
新年初例会の件
リース期間満了に伴う契約手続きの件
事務局年末年始休暇の件（12/28～1/5）

10.  ２

11.  ６

11. 13

12.  ４

１.  ８

２.  ５

３.  ４

議事録承認
会計報告
下半期会費請求の件
新入会員（谷口善紀様）の件
会長動画請求書の件
企業訪問
台北東RC公式訪問事業報告の件
フィリピン・サンタマリアRC公式訪問の件
インターアクト（餅つきバス代）の件
ローターアクト備品の件
東大阪東RC創立55周年記念例会・祝宴の件
ラグビーロータリーフレンドシップマッチ協賛の件
卓話お土産の件
親睦旅行日程の件

議事録承認
会計報告
忘年家族会収支報告の件
卓話お礼・お土産の件
新年例会収支報告の件
ネパール・パイプライン・教育の場プロジェクト事業報告書
大阪柏原ＲＣ創立50周年記念式典の件
会計報告「輝」口座残高を青少年委員会費に戻す件
佐々木会員古稀祝の件
メークアップルールアンケートの件

議事録承認 
会計報告
３月例会休会の件
春の親睦旅行中止の件
ホームページ修正の件
企業訪問事業報告の件
令和２年度・３年度青少年健全育成
　　　　　八尾市民会議委員の派遣の件
3/25（水）例会休会時間に米山奨学委員会開催の件

議事録承認
会計報告
会計監査の件
会員名簿作成の件
例会休会の件
研修事業の件
インターアクター、ローターアクターと共に
　　　高齢者施設で餅つきプロジェクト事業報告
ロータリーデーYAO2019事業報告
米山奨学委員会の件
雇用契約書の件

議事録承認
会計報告
５月例会休会の件
会員名簿の件
新型コロナウイルスの脅威から子どもたちを守るプロジェクト
里親里子達に１泊レクリエーションを提供する
　　　　　　　　　　　　プロジェクト中止の件
子ども食堂の件
八尾をきれいにする運動推進本部への本部委員派遣の件
八尾市立病院にマスク1,000枚寄贈の件
職業分類変更の件(西会員）
新型コロナウイルス感染症拡大防止
　　　　　　特別プロジェクト「友愛」協力金の件
雇用条件通知書・賃金規定及び就業規則の件
クールビズ（5～9月）の件

議事録承認
会計報告

「交通事故をなくす運動」八尾市推進本部委員の依頼の件
会計特別監査の件
６月例会休会の件
６月例会開催時の昼食の件
年会費返金の件
松下先生休業の件
ローターアクト委員会専用口座開設及び
　　　　　　　　　本年度委員会繰越金入金の件
６月24日例会卓話延長の件
金光八尾高校インターアクト活動費の件

４.  １

５. 13

６. 10



2019～2020 年度　会計報告
八尾ロータリークラブ　損益計算書

予　算 決　算 予算比

18,632,000 
60,000 

600,000 
20,000 
2,500 

830,960 
20,145,460 

4,500,000 

4,500,000 

24,645,460 

管理運営費
18,198,168 

214,000 
600,000 
21,537 

39 
811,612 

19,845,356 

5,220,000 

62 
5,220,062 

25,065,418 

-433,832 
154,000 

0 
1,537 
-2,461 

-19,348 
-300,104 

　

720,000 
0 
0 
0 
0 

62 
720,062

419,958

収　入 2020年6月30日で終了する年度
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予　算 決　算 予算比
管理運営費

900,000 
6,187,456 
1,400,000 

100,000 
2,600,000 

450,000 
30,000 

150,000 
350,000 
400,000 
10,000 

450,000 
360,000 
30,000 

800,000 
100,000 
50,000 

863,892 
15,231,348 

100,000 
1,700,000 
1,000,000 

300,000 
1,600,000 

700,000 
100,000 
30,000 
50,000 

5,580,000 

950,000 
100,000 

1,300,000 
0 
0 

1,350,000 
800,000 

1,000,000 
6,618,868 

12,118,868 

32,930,216 

-8,284,756 

886,180 
6,256,151 
1,379,700 

93,701 
2,562,960 

437,780 
2,780 

15,000 
344,762 
370,440 

0 
288,300 
359,880 

0 
808,262 
31,622 
51,822 

224,447 
14,113,787 

0 
1,622,538 

551,620 
34,326 

1,623,543 
784,850 

8,782 
0 
0 

4,625,659 

578,898 
83,198 

1,239,072 
0 
0 

1,367,585 
561,154 
447,113 

4,277,020 

23,016,466 

2,048,952 

支　出 2020年6月30日で終了する年度

会　合
食事代
地代家賃
水道光熱費
支払賃金
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信費
印刷費
図書費
慶弔費
諸謝費
備品費
消耗品費
諸会議費
雑　費
その他予備費
　　　　　小　計

クラブ委員会
出席委員会
親睦委員会
プログラム委員会
クラブ研修委員会
クラブ広報委員会
ＳＡＡ委員会
会員増強推進委員会
越中八尾ＲＣ担当委員会
予備費
　　　　　小　計

奉仕活動
社会奉仕
職業奉仕
国際奉仕
ロータリー財団
米山奨学会
青少年奉仕
インターアクト
ローターアクト
予備費
　　　　　小　計

支出合計

純　　益

会　費
訪問ロータリアンからの徴収
入会費
雑収入
預金利息収入
特別会費
　　　　　小　計

奉仕活動
募金活動（ニコニコ箱）
国際奉仕基金
事業積立金
受領寄付
投資収益
預金利息収入
　　　　　小　計

合　計

-13,820 
68,695 
-20,300 
-6,299 

-37,040 
-12,220 
-27,220 

-135,000 
-5,238 

-29,560 
-10,000 

-161,700 
-120 

-30,000 
8,262 

-68,378 
1,822 

-639,445 
-1,117,561 

-100,000 
-77,462 

-448,380 
-265,674 

23,543 
84,850 
-91,218 
-30,000 
-50,000 

-954,341 

-371,102 
-16,802 
-60,928 

0 
0 

17,585 
-238,846 
-552,887 

-6,618,868 
-7,841,848 

-9,913,750 

10,333,708 

金　　額勘定科目 内　　訳
1,699,158
8,009,023

681,107
2,606,852
2,449,706

10,029,804
1,000

112,640
1,000,000

26,589,290

　　負債合計

普 通 預 金

立　替　金
差入保証金

決算書類並びに会計帳簿を監査の結果正確適正に処理され
財産目録については貯金証書、通帳と符合していることを認めます。

2020年６月30日
八尾ロータリークラブ　　会　長　笠　井　　　実

幹　事　吉　田　法　功
会　計　濵　岡　千寿郎

監査人　倉　内　雅　寛
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運営目的の預金
慈善・奉仕目的の預金
その他の預金
その他の預金（60周年積立）

金　　額勘定科目 内　　訳

八尾ロータリークラブ　貸借対照表
2020年6月30日現在

上記の通り会計報告いたします。

負債の内訳

銀行預金

立替金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　　計

差入保証金
その他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　　計

未払金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　負債合計

期首の資本
事業積立金
60周年積立金
年度の収支差額
　　　　　　　　　　　　　　　　期末（または現在）の資本

1,699,158
8,690,130

12,637,656
2,449,706

112,640
25,589,290

1,000,000
0

1,000,000

26,589,290

168,220
168,220

9,284,756
12,637,656
2,449,706
2,048,952

26,421,070

26,589,290

年会費未返却　１名分
ローターアクト委員会ノートＰＣ、プロジェクター購入代
６月29日最終例会会場費

   40,000
94,160
34,060

168,220

未　払　金

資産の内訳
No.8046668
No.1538188
No.1037859
No.67192
No.2046065
No.3412698
No.263624

大阪シティ信用金庫　一般会計 
大阪シティ信用金庫　奉仕部門 
大阪シティ信用金庫　ローターアクト委員会 
南都銀行 
南都銀行60周年積立 
永和信用金庫（定期） 
永和信用金庫 
印刷費（名刺）・テーマ旗 
八尾商工会議所 

資産

固定資産

資産合計

負債

クラブ資本

負債とクラブ資本の合計

財産目録

　　資産合計

　積立金合計

   2,449,706
12,637,656
15,087,362

60周年積立金
積　立　金

60周年積立金  
教育基金 

積立金の内訳



-18-

Ｓ．Ａ．Ａ

1. 委 員 会 開 催
　必要に応じ随時開催致しました。

2. 活　動　報　告
　（１）例会上の設営
　　　　数回誕生月や血液型他の座席指定を行いました。
　（２）食事の手配
　　　　例会中に回覧板にて次週の出欠の確認を行いました。
　　　　食事についてのアンケートを実施しました。
　（３）会員の誕生日のお祝いにはお米を、
　　　　ご夫人の誕生日のお祝いにはお菓子を贈呈しました。
　　　　年次表彰、節目のお祝いにはご自分で選んでいただけるようカタログ
　　　　ギフトを贈呈しました。
　（４）ナイト例会の開催（８月28日）
　　　　公開例会の開催（１月15日）

Ｓ Ａ Ａ
副ＳＡＡ
副ＳＡＡ
副ＳＡＡ
副ＳＡＡ
副ＳＡＡ
副ＳＡＡ
副ＳＡＡ
副ＳＡＡ

稲 田 賢 二
佐 野 　 清
中 川 　 將
大 槻 恭 介
北 野 和 男
友 田 　 昭
曽 家 清 弘
鼓呂雲　健　造
平 尾 貴 英
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クラブ管理運営委員会

1. 委 員 会 開 催
　各委員会が事業の計画、遂行のため随時委員会を開催しました。
　各委員会にはできうる限り参加しました。　

2. 活　動　報　告
　（１）会員増強委員会
　　　　会員増強キャンペーンを実施し、紹介を中心に会員増強に努め８名の増
　　　　強に成功しました。かつてない成果が上がり委員長をはじめ委員会の
　　　　方々に深く感謝します。また２回に分け新入会員歓迎会を開催しました。
　（２）出席委員会
　　　　阪神タイガーズ矢野監督をお招きした公開例会等で出席率の向上に成果
　　　　が上がりました。
　（３）親睦委員会
　　　　・７月10日　初親睦会を和泉市久保惣美術館の見学、関西空港近くのス
　　　　　　　　　　 ターゲイトホテルで会食を行いました。
　　　　・９月16日　秋の親睦旅行を滋賀県信楽町の陶芸の森を見学、その後松
　　　　　　　　　　 茸と近江牛のすき焼きに舌鼓を打ちました。
　　　　・12月11日　コンラッドホテルで家族忘年会を開催しました。
　　　　コロナ禍により５月の越中八尾の「曳きまわし」が中止になりました。
　（４）プログラム委員会
　　　　八尾市長、八尾市消防本部消防長、八尾警察署長の方々や阪神タイガー
　　　　ズ矢野監督などの外部講師をお招きし卓話の充実に努めました。
　（５）クラブ研修委員会
　　　　・９月11日　「ロータリーを知り、ロータリアンを知る」をテーマに入
　　　　　　　　　　 会歴の浅い会員を対象に研修会、懇親会を開催。
　　　　コロナ禍により５月13日開催予定の研修事業は中止になりました。                     
　（６）クラブ広報委員会
　　　　・笠井会長によるクラブ紹介の動画を作成
　　　　・ホームページを刷新
　　　　・マイロータリーは68名中45名の登録（66％）
　　　　・９月18日　外環状線都塚付近にポリオ撲滅のポスターを掲示
　　　　・毎月１回ロータリーの友紹介を行った。
　（７）越中八尾ＲＣ担当委員会
　　　　・２月５日　越中八尾ロータリークラブを訪問
　　　　コロナ禍により４月１日の越中八尾ＲＣ栃山様の卓話、５月27日の笠井
　　　　会長の公式訪問が中止になりました。

委 員 長
委　　員

〃　 
〃　 
〃　 
〃　 
〃　 
〃　 

小 谷 逸 朗
中 川 廣 次
大 槻 恭 介
山 本 勝 彦
長 竹 　 浩
野 村 俊 隆
新 宮 一 誓
澁　谷　登志和
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会員増強委員会

1. 委 員 会 開 催
　・委員会は定期的に行いました。
　・紹介を受けた入会候補者との懇親会も随時行いました。

2. 活　動　報　告
　・八尾ロータリークラブあげての会員増強のための紹介キャンペーンを実施し、
　　紹介を受けた入会候補者への対応をメンバー全員で行いました。
　　また退会されていた元メンバーにも勧誘し、２名の再入会に成功しました。
　　結果として新入会員５人の増加目標に対して８名の増加を達成しました。
　・既存の会員のフォローも行い退会者は目標通りゼロになりました。
　・２回に分けて新入会員歓迎会を開催しました。

委 員 長
副委員長
委　　員

〃　 
〃　 

中 川 廣 次
小 林 成 禎
松 井 良 介
児 林 秀 一
平 尾 貴 英
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出 席 委 員 会

1. 委 員 会 開 催
　随時開催

2. 活　動　報　告
　１月15日（水）　阪神タイガース　矢野燿大監督の卓話に合わせて100％出席
　　　　　　　　　 例会を開催いたしました。
　コロナ禍で３月例会より休会となり、残念な１年になりました。

委 員 長
副委員長

　委　　員
〃　 
〃　 

大 槻 恭 介
大 熊 　 勉
坂 本 憲 治
福 田 隆 教
平 尾 貴 英



1. 委 員 会 開 催
　 ７月 ３日：７月10日の初親睦会の為の委員会を開催。
　 ８月16日：秋の日帰り親睦旅行の打ち合わせと年末家族忘年会の為の委員会を
　　　　　　 開催。
　 ９月 ２日：親睦旅行の現地下見を行い、詳細について打ち合わせを行う。
　 ９月16日：秋の親睦旅行を開催。
　11月 ８日：年末家族忘年会の会場下見他、詳細の打ち合わせを行う。
　11月27日：忘年家族会の詳細打ち合わせ委員会を開催。
　 １月23日：春の親睦旅行について委員会を開催。
　 ３月12日：春の親睦旅行の開催の是非について委員会を開催。
　　　　　　 ４月１日の理事会にて中止を決定。

2. 活　動　報　告
　７月10日：和泉市久保惣記念美術館を見学。泉州地域で地場産業の綿織物業で
財を成した久保惣株式会社の３代目社長の久保惣太郎氏が美術品並びに土地建物
も全て寄贈した美術館であり、昔の実業家の心意気が溢れた美術館でした。その
後、関空近くのスターゲイトホテル54階のレストランスターゲイトに於いて、素
晴らしい眺望と食事を頂き、満喫した小旅行を開催いたしました。
　９月16日：秋の親睦旅行を滋賀県信楽町にある滋賀県陶芸の森を訪ねました。
今年のＮＨＫ朝ドラで放送中の信楽焼をテーマにしたドラマで、女優さん共々有
名になったところです。焼き物見学後甲賀市に移動して、料理屋「魚松」さんの
名物料理であります「名物あばれ食い」を賞味致しました。若い方は腹いっぱい
に松茸と近江牛のすき焼きを堪能されておりました。
　12月11日：コンラッドホテルに於いて、家族忘年会を開催いたしました。
ゲストに越中八尾市から「グラバ」様にお出で頂き、素晴らしい歌声を聞かして
いただきました。また素晴らしい夜景とおいしいフルコースに舌鼓をうち、メン
バーとご家族の親睦を深めることが出来ました。
＊今年度の活動は以上となります。今年度後半より新型コロナの流行により、５
　月の越中八尾の「曳きまわし」に訪問できなかったことが残念です。
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親睦活動委員会

委　　員
〃　 
〃　 
〃　 
〃　 
〃　 
〃　 
〃　 

竹 原 信 二
倉 内 雅 寛
鍋 島 圭 太
三　木　由貴男
森 川 充 康
松 岡 伸 晃
福 村 修 一
谷 口 善 紀

委 員 長
副委員長
委　　員

〃　 
〃　 
〃　 
〃　 

〃　  

山 本 勝 彦
澁　谷　登志和
長 竹 　 浩
宮 川 　 清
中 西 広 美
大 橋 裕 之
川 村 健 司
竹 中 浩 人
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プログラム委員会

1. 委 員 会 開 催
　随時開催いたしました。

2. 活　動　報　告
　笠井会長の所信表明から始まり、各委員会の活動計画を発表して頂きました。
　八尾市長、八尾市消防本部消防長、八尾警察署長など外部講師をお招きし、私
達の身近な話題や、身の回りに潜む危険について等の卓話を頂きました。
　各委員会には特別月間に関連した卓話をお願い致しました。
　また、阪神の矢野監督を招聘した公開例会では外部からも沢山のご参加を頂き
盛会でした。
　会員の皆様、特に執行部の方には卓話者を多数ご紹介して頂き、感謝しており
ます。
　３月から例会が休会になり、予定していたプログラムが出来ず残念でした。

委 員 長
副委員長
委　　員

長 竹 　 浩
鼓呂雲　健　造
松　本　新太郎
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2019.7～2020.6　プログラム実績表

年　月　日 卓　話　者 テ　ー　マ

会長所信表明
活動計画
活動計画

活動計画
企業防災の心得

防犯カメラの威力と八尾市の現状
例会休会
令和元年度　市政運営方針について
ポリオ根絶への対応

私を語る
共生社会と音楽
６０周年フォーラム
ローターアクトの意義

ほめ達が人と組織を活性化！
　～あなたの周りにはダイヤの
　　　　　　　　原石がいっぱい～
ガバナー公式訪問
少年非行の現状～大麻・特殊詐欺～

これからの大阪
ロータリー財団について

そこまで言って委員会
　　　米山記念奨学制度について！
ロータリーの職業奉仕　根幹の根幹
私を語る
職業奉仕について

最新のがん治療あれこれ
移動例会　忘年家族会
上半期を振り返って

笠井会長
小谷副会長・西村・川田・児林・田中会員
稲田・中川（廣）・山本（勝）・野村・北野・
曽家会員
大槻・長竹・新宮・澁谷・松井・居相会員
八尾市消防本部消防長　藤原正彦氏

八尾警察署長　警視　佐藤信次氏

八尾市長　大松桂右氏
溝畑正信氏（大阪アーバンＲＣ）

倉内会員・鍋島会員
コロン・えりか氏

泉博朗パストガバナー（大阪帝塚山ＲＣ）

西村貴好氏

四宮孝郎ガバナー（大阪西南ＲＣ）
大阪府警　稲垣英治氏・
八尾警察　井上正和氏
大阪市長　松井一郎氏
北野会員・井川会員・相馬会員

松井会員

山﨑修一氏（大阪鶴見ＲＣ）
三木会員・森川会員
井川会員

佐々木会員
忘年家族会
笠井会長

７.

８.

９.

10.

11.

12.

R１. 3
10
17

24
31

7
14
21
28

4
11
18
25

2

9
16

23
30

6

13
20
27

4
11
18
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年　月　日 卓　話　者 テ　ー　マ

例会休会
移動例会　新年例会
一途一心
職業奉仕月間に因んで
心の輝きをとりもどす為に！

「命の水」と「教育の場を求めて」
　　　　　　　　道なき道を行く！！
経費削減

クラシックの調べ　チェロアンサンブル
バヌアツ海外事業について

例会休会
例会休会
例会休会
例会休会

例会休会
例会休会
例会休会
例会休会
例会休会

例会休会
例会休会
例会休会
例会休会

例会休会
活動報告

例会休会
一年を振り返って・コロナ対策について

新年例会
阪神タイガース監督　矢野耀大氏
寺坂会員・宇野会員
ＮＰＯ法人輝　理事長　浦上弘明氏

児林会員

エキスパート・リンク株式会社
　　　　執行役員　松田智志氏
松本尚子氏・大海佳之氏・山本善哉氏
笠井会長・佐野会員・井川会員・小林会員

小谷副会長・稲田・西村・川田・児林・
田中会員

笠井会長・北野秀樹氏

１.

２.

３.

４.

５.

６.

R２. 1
8
15
22
29

5

12

19
26

4
11
18
25

1
8
15
22
29

6
13
20
27

3
10

17
24



クラブ研修委員会

1. 委 員 会 開 催
　令和元年　６月６日（木）、８月７日（水）、９月６日（金）、
　　　　　　９月11日（水）、10月15日（月）、11月15日（金）
　令和２年　２月10日（月）、３月23日（月）

2. 活　動　報　告
　・新入会員の初参加の例会前に会員増強委員会と合同で新入会員オリエンテー
　　ション開催
　・令和元年９月11日（水）
　　「ロータリーを知り、ロータリアンを知る」をテーマに入会歴の浅い会員を
　　対象に研修会及び懇親会を開催
　・令和２年５月13日開催予定の２回目の研修事業はコロナ禍により中止。
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委 員 長
副委員長
委　　員

〃　 
〃　 

野 村 俊 隆
富 田 　 宏
山 口 智 士
菅 野 茂 人
長 竹 　 浩
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１

２

３

４

５

６

７

資源及びその関係

エネルギー関係

建築関係

製造業及び配布業

流通

業務

開発

１

２

３

１

１

２

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

１

１

２

３

４

５

１

２

３

４

５

農業・園芸

漁業・水産業

石炭業・鉱油工業

航空宇宙産業

建設業・請負業

工事業・設備業

金属加工業

船舶・航海用具

金物

計量・測定・分析機器

電気・電子工業

自動車工業

機械・装置

紙工業

ガラス工業

プラスチック工業

貿易

印刷・出版

警備

金融・保険

不動産

倉庫

法律

経済

医療施設

医師

薬学

11

12

13

14

15

16

17

18

６

７

８

９

10

６

７

８

化学工業

ゴム工業

食品工業

データ処理機器

綿工業

家具・備品・家庭用品

販売促進材料

学校教材

通信事業

飲食

サービス業

葬儀

小売業

学校教育

宗教

団体

八尾ロータリークラブ職業分類

実業の部

専門職業の部

大 分 類

2020年６月末現在

中 分 類
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八尾ロータリークラブ職業分類表

実 業 の 部
〔１. 資源及びその関係〕

中　分　類
1 園芸
2 造園
3 造園業
1 漁業用ロープ
1 石炭販売
2 石油販売

1 農業・園芸

2 漁業・水産業
3 石炭業・鉱油工業

小　分　類 正　会　員

稲 田 賢 二

1 建築
2 建築設計
3 総合建設

4 塗装業
5 設計監理
6 建築コンサルタント
7 建築請負
8 建築資材リース
9 建築内装業
1 ガス設備
2 空調設備
3 通信・信号工事
4 電気設備・消防設備
5 めっき

1 航空

1 建設業・請負業

2 工事業・設備業

1 航空宇宙産業

竹 原 信 二
山 本 昌 市
中 川 廣 次
西 村 　 衛
澁 谷 登志和
菅 野 茂 人

中 西 広 美

川 村 健 司
柏 木 武生宜
飯 田 寛 光
山 本 勝 彦
吉 田 法 功
濵 岡 千寿郎

鼓呂雲 健 造

新 宮 一 誓

〔３. 建築関係〕

1 金属製品製造
2 プレス加工
3 綿材加工
4 コンベア部品製造
1 船舶用品製造
1 建築金物製造
1 計量器製造

1 金属加工業

2 船舶・航海用具
3 金物
4 計量・測定・分析機器

〔４. 製造業及び配布業〕

〔２. エネルギー関係〕

平 尾 貴 英富 田 　 宏

-29-

中　分　類
1 電気器具製造
2 電子部品製造
1 自動車販売
1 工業用炉
2 工作機械部品製造
3 製本機械
4 コンベアー
1 紙管製造
2 紙器製造
3 紙加工
1 瓶製造
2 ガラス繊維加工
3 魔法瓶製造
1 プラスチック製品製造
2 プラスチック製品販売
1 化学薬品製造
2 界面活性剤製造
3 石鹸製造
4 無機工業薬品製造
1 工業用ゴム製造
2 工業精密部品製造・販売
1 飴菓子製造
2 洋菓子製造
3 和菓子製造
4 パン製造
5 穀物販売
6 米菓製造
7 乳製品製造
8 油脂製品製造
9 食品卸・ギフト

10 食品製造
1 コンピューター関係サプライ
1 撚糸製造
2 繊維加工業
1 歯刷子製造

5 電気・電子工業

6 自動車工業
7 機械・装置

8 紙工業

9 ガラス工業

10 プラスチック工業

11 化学工業

12 ゴム工業

13 食品工業

14 データ処理機器
15 綿工業

16 家具・備品・家庭用品

小　分　類 正　会　員

鍋 島 圭 太

山 本 隆 一
山 本 義 治
寺 坂 哲 之
村 本 順 三

井 川 孝 三

笠 井 　 実

松 本 新太郎

居 相 英 機

中 島 孝 夫

池 尻 　 誠

中 西 啓 詞

福 村 修 一

佐 野 　 清
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中　分　類
2 歯刷子販売
3 仏壇製造
4 仏壇販売
5 ファスナー製造
6 結納品
7 呉服販売
1 POPの加工及び販売17 販売促進材料

18 学校教材

小　分　類 正　会　員
谷 口 善 紀
長 竹 　 浩

中 川 　 將

宇 野 泰 正

1 外国貿易1 貿易商

1 印刷
2 オフセット印刷
3 シール裁断
1 警備業
1 銀行
2 保険
3 証券
1 ビル経営
2 土地賃貸
3 不動産管理
4 不動産コンサルタント
5 不動産販売
1 運輸倉庫

1 電話事業
1 レストラン
2 給食
3 料亭
4 居酒屋
1 洗車業
2 旅行斡旋業
3 音楽事務所
4 貸切バス
5 人材派遣

1 印刷・出版

2 警備
3 金融・保険

4 不動産

5 倉庫

6 通信事業
7 飲食

8 サービス業

三 木 由 貴 男

北 野 和 男

田 中 康 正

吉 本 憲 司

坂 本 憲 治

川 田 　 隆
小 谷 逸 朗
戸 田 　 孝

山 口 智 士
松 井 良 介
曽 家 清 弘
高 井 榮 彌
大 槻 恭 介

小 山 悦 治
小 林 成 禎

竹 中 浩 人

山 陰 恭 志
宮 川 　 清

〔５. 流　通〕

〔６. 業　務〕
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1 弁護士
2 司法書士
3 行政書士
4 社会保険労務士
1 税理士
1 公立病院
2 私立病院
1 内科医
2 外科医
3 小児科医
4 産婦人科医
5 耳鼻咽喉科医
6 歯科医
7 口腔外科医
8 矯正歯科医
9 物療科士
1 薬剤師
2 医薬品製造
3 医薬品販売
1 大学
2 高等学校
3 幼稚園
1 仏教
2 神道
1 社会福祉

2 政経文化研究所

1 法律

2 経済
3 医療施設

4 医師

5 薬学

6 学校教育

7 宗教

8 団体

大 橋 裕 之

相 馬 康 人

松 岡 伸 晃

野 村 俊 隆

倉 内 雅 寛

佐 々 木 　 洋

森 川 充 康

奥 谷 英 一

友 田 　 昭
児 林 秀 一
西 　 秀 樹

〔７. 開　発〕

専 門 職 業 の 部

中　分　類
6 環境衛生商品レンタル
1 葬儀業
1 眼鏡販売
2 百貨店

9 葬儀
10 小売業

小　分　類 正　会　員
福 田 隆 教
藤 田 隆 司
大 熊 　 勉
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クラブ広報委員会

1. 委 員 会 開 催
　コロナ禍の影響により、３ケ月の長期に渡る活動自粛の為、不本意ながら委員
会開催は１回のみとなりました。

2. 活　動　報　告
　（１）対外広報活動
　　　　2020年１月28日（火）ＦＭちゃおに於きまして笠井会長・川田社会奉仕
　　　　委員長児林国際奉仕委員長に八尾ロータリークラブの紹介・活動につい
　　　　て熱弁を奮って頂きました。その模様は2020年１月31日（金）12時、
　　　　19時、23時　合計３回、45分間放送されました。
　（２）クラブ広報活動
　　　　笠井会長の動画の作成。
　　　　各委員会活動の中間報告・同好会の活動報告については、更新中です。
　（３）My Rotary・ロータリークラブ・セントラル他
　　　　My Rotaryは現在63名中45名の登録を頂きました。
　　　　ロータリークラブ・セントラルへのＰＲ活動実施及び八尾ロータリーク
　　　　ラブホームページ「ウェブサイトの改修」完了。
　（４）屋外看板広報
　　　　2019年９月18日（水）例会終了後、外環状線都塚附近に於いて「ポリオ
　　　　根絶推進ポスターの設置見学会」を開催いたしました。
　（５）クラブ内情報提供
　　　　「ロータリーの友紹介」を新入会員の方にもお手伝い頂き、国際ロータ
　　　　リー・他クラブの事業・人物・歴史を通じて、ロータリアンとしての意
　　　　識の向上を計り、会報の作成によりクラブ内の情報共有を行いました。

委 員 長
副委員長
委　　員

〃　 
〃　 

新 宮 一 誓
吉 本 憲 司
福 田 隆 教
相 馬 康 人
竹 中 浩 人

越中八尾RC担当委員会

1. 委 員 会 開 催
　必要に応じて随時開催

2. 活　動　報　告
　（１）２月５日　越中八尾ＲＣ訪問
　（２）４月１日　越中八尾ＲＣ会員　栃山様の卓話（新型コロナの為中止）
　（３）５月27日　越中八尾ＲＣに八尾ＲＣ会長公式訪問
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新型コロナの為中止）
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委 員 長
副委員長
委　　員

〃　 

澁　谷　登志和
濵　岡　千寿郎
児 林 秀 一
宮 川 　 清
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1. 委 員 会 開 催
　（１） ９月11日　「本年度の事業内容全般について」
　（２）11月26日　東大阪ＲＡＣとの合同開催　「2つの合同事業について」
　　　　　　　　　　　　以降、事業開催にあたり随時開催 

2. 活　動　報　告
　（１）「ロータリーデーＹＡＯ」
　　　　本町２丁目公園をイルミネーションで照らし、年末年始の防犯に寄与し
　　　　ました。東大阪ＲＡＣとの共同開催事業です。
　　　　　　開催期間：2019年12月７日～2020年１月18日
　　　　　　受益者：児童39名を含む地域住民約800人
　　　　　　参加したロータリアンの数：27名（東大阪ＲＣ２名を含む）
　　　　　　参加したロータアクターの数：５名（東大阪ＲＡＣ）　
　（２）「高齢者施設にインターアクターを招いて共に餅つき」
　　　　東大阪市の高齢者施設に金光八尾インターアクター12名を招き、餅つき
　　　　や双六などを通して世代を超えた交流を楽しんで頂きました。
　　　　東大阪ＲＡＣとの共同開催事業です。
　　　　　　開催日：2019年12月21日
　　　　　　受益者：高齢者施設の利用者及びその家族　約45世帯
　　　　　　参加したロータリアンの数：23名（東大阪ＲＣ１名を含む）
　　　　　　参加したロータアクターの数：６名（東大阪ＲＡＣ）　
　（３）「里親会にマスクを寄贈するプロジェクト」
　　　　新型コロナウイルスの感染から子どもたちを守るため、宇野会員のご協
　　　　力の下、マスク4,500枚を大阪里親会東大阪支部に寄贈しました。
　　　　　　贈呈日：2020年４月27日
　　　　　　受益者：大阪里親会東大阪支部に所属する約90世帯
　　　　　　参加したロータリアン：５名（物品供給、贈呈式）
　（４）その他
　　　「八尾をきれいにする運動」に参加（５月31日、10月４日、３月23日）
　　　　※３月１日の「大和川クリーンアップ作戦」はコロナウイルス感染防止
　　　　　のため中止となった。

社会奉仕委員会

委 員 長
副委員長
委　　員

〃　 
〃　 
〃　 
〃　 

川 田 　 隆
柏　木　武生宜
中 島 孝 夫
高 井 榮 彌
奥 谷 英 一
佐々木　　　洋
川 村 健 司
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職業奉仕委員会

1. 委 員 会 開 催
　第１回　５月22日例会場にて　　当メンバー・会長・副会長・幹事　10名参加
　第２回　６月19日たろうずにて　当メンバー・会長・副会長・幹事　10名参加
　令和２年になり数回の委員会を開催予定でしたが、コロナ騒動のため、中止し
ました。

2. 活　動　報　告
　卓話
　　第１回　11月13日　　地区職業奉仕委員長山崎様　『根幹の根幹』
　　第２回　11月27日　　井川会員　『職業奉仕について』
　　第３回　２月12日　　エキスパートリンク松田様　『経費削減』
　
　企業訪問
　　１月22日　帝国チャック（株）、（株）アーテック　　メンバー38名参加
　　卓話にて企業紹介と職業奉仕の取り組みを聞いた後、訪問。

委 員 長
副委員長
委　　員

〃　 
〃　 
〃　 
〃　 

西 村 　 衛 
中 西 広 美
寺 坂 哲 之
池 尻 　 誠
村 本 順 三
井 川 孝 三
大 橋 裕 之
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国際奉仕委員会

1. 委 員 会 開 催
　随時開催

2. 活　動　報　告
　（１）今年度委員会と致しまして、現在発展途上のネパール国において2015年
　　　　のネパール大地震にて水脈が断絶され生活用水すらままならない状態の
　　　　子供達を救う為「命の水と教育の場を求めて！！」と題して、山脈から
　　　　パイプラインを敷き生活用水を確保し、識字率の向上の為教育の場を提
　　　　供する活動を行って参りました。
　（２）11月３日～５日にかけて友好クラブ台北東ロータリークラブを公式訪問
　　　　致しました。
　（３）フィリピンサンタマリアロータリークラブの公式訪問については、新型
　　　　コロナウイルス感染発生にて、友好ははかれませんでした。
　（４）新型コロナウイルスの感染拡大が続く為、在日外国人のサポートなどを
　　　　する「八尾市国際交流センター」にマスクを1,000枚寄贈しました。

　最後に八尾クラブにおいて、友好姉妹クラブとの親睦・奉仕活動について、永
年の疎遠、マンネリ化が発生しているように見受けられます。一度原点に立ち戻
り友好姉妹クラブの関係を見直す時期が到来しているのではないかと感じられま
した。

委 員 長
副委員長
委　　員

〃　 
〃　 
〃　 
〃　 
〃　 

児 林 秀 一
曽 家 清 弘
小 山 悦 治
山 本 昌 市
濵　岡　千寿郎
松 井 良 介
北 野 和 男
竹 中 浩 人
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ロータリー財団委員会

1. 委 員 会 開 催
　年度初めの例会日の後で、ロータリー財団委員会のメンバーが全員集まり、地
区の委員長もされたことがある財団に詳しい、井川会員より財団のことについて、
お話をしていただいた。

2. 活　動　報　告
　（１）年次基金として会員一人当たり150＄の寄付金達成
　（２）ポリオプラス基金として、会員一人当たり50＄の寄付金達成
　（３）ベネファクター一名を輩出することができました。
　（４）ロータリー財団の歴史、現在の財団の活動について、井川会員と、相馬
　　　　会員に、11月のロータリー財団月間に卓話をして頂き、当日例会に出席
　　　　された会員にロータリー財団がいかに重要かということの理解を深める
　　　　ことが出来た。　

委 員 長
副委員長
委　　員

〃　 
〃　 

北 野 和 男
藤 田 隆 司
居 相 英 機
井 川 孝 三
宇 野 泰 正
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1. 委 員 会 開 催
　毎月開催しました

2. 活　動　報　告
　（１）金光八尾高校インターアクトクラブ活動参加・支援
　　　　８月 ２日～８月５日海外研修（台東）結団式
　　　　８月26日インターアクト顧問会議、懇親会
　　　　９月14日金光八尾高校文化祭
　　　　11月10日インターアクト年次大会
　（２）曽爾高原での野外活動（自然の中で）８月19日成法中学校にて開校式
　　　　曽爾高原にての結団式
　（３）八尾市教育委員会の事業への参加（リーダー研）８月９日開校式
　（４）地区主催の青少年事業への参加
　　　　11月２日ＲＹＬＡ開校式（サントリートレーニングセンター）
　　　　関大ＲＡＣ10周年記念式
　（５）こども食堂への参加、支援（夢うららほっとステーション）
　　　　４月新型コロナ対策の為、延期になり６月12日予定
　　　　４月28日　輝、こども食堂へマスク2,000枚ずつの贈呈式
　（６）特定非営利活動法人「輝」への協力、支援
　　　　８月24日「輝」設立記念式典（八尾プリズムホール）
　　　　９月 １日スクーリング開始
　（７）※別紙参照（次ページ）
　（８）ＲＹＬＡ受講生を募る
　　　　・ ４月27日　開校式（ホテルセイリュウ）
　　　　・11月 ２日　秋のＲＹＬＡ開校式（サントリートレーニングセンター）
　　　　受講生２名動員

青少年奉仕委員会

田 中 康 正
宮 川 　 清
西 　 秀 樹
藤 田 隆 司
山 本 隆 一
友 田 　 昭

委 員 長
副委員長
委　　員

〃　 
〃　 
〃　 
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八尾ローターアクトクラブ候補生活動報告書

八尾ＲＣ：児林委員長・曽家・田中
八尾ＲＣ：小谷副会長・吉田幹事・濱岡・稲田・川田・柏木
　宮川・大槻・山本・相馬・田中
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・井川・濱岡・藤田・友田・田中
地区ローターアクト委員長：菅本泰年
地区副幹事 柳澤大輔
吹田ＲＣ：井川亜里紗　　東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・田中祐子
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・佐野
　井川・稲田・田中・相馬・山本・曽家・友田
八尾ＲＡＣ候補生：
　児林成輝・児林皇輝・加藤千尋・樽井大樹・富永達也・芝田和樹・
　小林佑希・栗山休恭章・大井将嗣・東中愛果・松本祐希・金村哲寛・
　田中聡一郎・滝澤俊兵・赤池保人・斉藤智文
八尾ＲＣ：藤田
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章

八尾ＲＣ：児林委員長・田中・曽家
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・大井将嗣
八尾ＲＣ：笠井会長・濱岡・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・松山聖矢・松田真優佳
八尾ＲＡＣ候補生：有田伊織
八尾ＲＡＣ候補生：赤池保人・倉角和哉
東大阪ＲＡＣ：松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・倉角和哉・丸田優輝樹
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・富永達也・芝田和樹・
　山岡美那・児林成樹・上農梨花
東大阪ＲＡＣ：
　松本梨紗・川瀬恵・若林優・田中由真・田中祐子・桑田杏奈
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・松山聖矢・
　有田伊織・大井将嗣・北山弾也・児林皇輝・丸田優樹・東中愛果・
　倉角和哉・川口哲生・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：小谷副会長・曽家・田中・宮川
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・
　小林佑樹・倉角和哉・金谷光泰
八尾ＲＡＣ候補生：小林佑樹・滝澤俊兵
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡
　藤田・友田・曽家・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・松本祐希・松山聖矢・小林佑樹・倉角和哉・
　金谷光泰・加藤千尋・栗山恭章・有田伊織・北山弾也
天王寺ＲＣ：西浦
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・児林委員長・濱岡・稲田・新宮
　宮川・大槻・藤田・友田・曽家・相馬・山本・川村・田中
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・
　松本祐希・松山聖矢・有田伊織・大井将嗣・金谷光泰・赤池保人・
　滝澤俊兵・倉角和哉・芝田和樹・富永達也・中村和希・丸田優樹・
　中熊麻衣・北山弾也・児林成輝・志綾香・志樹理梨亜
八尾ＲＣ：笠井会長・小谷副会長・吉田幹事・児林委員長・濱岡・
　稲田・新宮・宮川・大槻・藤田・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・金村哲寛・加藤千尋・栗山恭章・松本祐希・倉角和哉・
　丸田優輝樹・有田伊織・金谷光泰・北山弾也・中村和希・丸田優樹
八尾ＲＡＣ候補生：栗山恭章・有田伊織
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：
　田中聡一郎・有田伊織・松本祐希・栗山恭章・小林祐希
八尾ＲＣ：曽家
八尾ＲＡＣ候補生：
　倉角和哉・中村和希・大井将嗣・丸田優樹・栗山恭章
八尾ＲＣ：川田・新宮・藤田
八尾ＲＡＣ候補生：滝澤俊兵・北山弾也
八尾ＲＣ：吉田幹事・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松本祐希
八尾ＲＣ：小谷副会長・友田
八尾ＲＡＣ候補生：田中聡一郎・金村哲寛・有田伊織・川口哲生
八尾ＲＣ：笠井会長・田中
八尾ＲＡＣ候補生：松山聖也・小林佑樹

東大阪ＲＡＣへ見学
東大阪ＲＡＣへ見学

大阪西南ＲＡＣへ見学
初顔合わせ

大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪梅田ＲＡＣ天満橋ＲＡＣ
　　 合同例会への参加
枚方ＲＡＣ大阪梅田ＲＡＣ
東大阪ＲＡＣの合同例会へ参加
大阪北ＲＡＣ例会への参加

大阪東ＲＡＣ例会へ参加
大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加
イルミネーション点灯式

シンポジウム

もちつき大会

ＲＡＣ忘年会

矢野監督の講演会
役員選別会

第一回模擬例会

第二回模擬例会

かるた大会
地区献血

大阪帝塚山ＲＡＣ例会への参加

東大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪ＲＡＣ例会へ参加

大阪南ＲＡＣ例会へ参加

大阪西南ＲＡＣ例会へ参加

Uコミュニティホテル
Uコミュニティホテル

大阪富国生命ビル
籠の屋

ハービスPLAZA６F

大阪キャッスルホテル３F

クレオ大阪東

阪急グランドビル26F

大阪産業創造会館
天王寺
本町公園

大阪国際会議場

ひのき苑

味園

商工会議所
八尾市ＢＢＳ

リノアス７F

リノアス７F

東大阪アリーナ
京橋駅前

天王寺

Uコミュニティホテル

大阪ガスビル食堂

南船場

扇町スタジオ

19:30～21:00
19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:30

19:30～21:00

19:30～21:00

18:00～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00
19:30～21:00
16:30～18:00

16:00～17:30

10:00～14:30

19:30～21:00

13:00～13:30
19:30～21:00

19:30～21:00

19:30～21:00

9:00～14:00
11:30～16:00

19:30～21:00

19:30～21:00

19:00～20:30

19:30～21:00

19:30～21:00

８月21日
10月２日

10月23日
10月25日

11月５日

11月６日

11月16日

11月19日

11月21日
11月26日
12月７日

12月14日

12月21日

12月27日

１月15日
１月16日

１月27日

２月３日

２月９日
２月16日

２月18日

２月19日

２月21日

２月25日

２月26日

開 催 日 時 　 間 開 催 場 所 活 動 名 称 参 加 者 （敬称略）
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1. 委 員 会 開 催
　活動についての議題が出てきたときに随時開催

2. 活　動　報　告
　（１）八尾ロータリー会員皆様が米山奨学制度に対して、どの様に考えている
　　　　のか、の意識調査をアンケートという形で実施その結果をもって、2660
　　　　地区の米山委員会に報告と要望事項をしてまいりました。
　　　　またその結果どの様に2660地区米山委員会は対応し行動するのかを当ク
　　　　ラブで卓話予定でありましたが、残念ながら新型コロナ騒動により延期
　　　　となっております。
　（２）この米山奨学制度に対しましては、当クラブでは否定的な考えが多くあ
　　　　りましたが、元米山奨学生で米山奨学生関西学友会の元会長ディネスシ
　　　　ュレスタさんには、実際に活躍している米山奨学生の卓話をして頂き、
　　　　また違う観点からの米山奨学制度の在り方を卓話いただきました。

米山奨学会委員会

松 井 良 介
山 陰 恭 志
山 本 義 治

委 員 長
副委員長
委　　員

インターアクト委員会

1. 委 員 会 開 催
　随時開催いたしました。

2. 活　動　報　告
　（１）海外研修の事前調査中止（台北）。
   （２）海外研修（タイ）・（Ｒ１年８月２日～Ｒ１年８月６日）
　（３）地区年次大会（Ｒ１年11月10日）
　（４）地区新入生歓迎会への参加は中止。
　（５）金光八尾高校文化祭への協力参加（Ｒ１年８月14日）
　（６）金光八尾高等学校卒業式（Ｒ２年３月28日）
　　　　入学式の参加は中止。
　（７）卓話に参加できませんでした。
　（８）ローターアクトクラブのＰＲ。（Ｒ１年12月21日） 
　　　　インターアクト副委員長 児林会員の協力により高齢者ひのき苑で餅つき
　　　　大会を社会奉仕のもとでインターアクトクラブ、ローターアクトクラブ
　　　　の初の合同イベントが出来ました。

－41－

曽 家 清 弘
児 林 秀 一
大 槻 恭 介
竹 原 信 二

委 員 長
副委員長
委　　員

〃　 



ローターアクト委員会

1. 委 員 会 開 催
　2019年より毎月１回開催。

2. 活　動　報　告
　（１）2019年９月　ローターアクト設立準備委員会発足
　（２）2019年11月　ローターアクト設立委員会に名称変更
　（３）2020年２月５日　八尾ローターアクトクラブ国際ロータリーにて認証
　　　　され正式発足
　　　　同時期、ローターアクト委員会承認される

－42－

委　　員
〃　 
〃　 
〃　 
〃　 
〃　 
〃　 
〃　 
〃　 
〃　 

西 　 秀 樹
小 谷 逸 朗
大 槻 恭 介
相 馬 康 人
山 本 隆 一
藤 田 隆 司
友 田 　 昭
曽 家 清 弘
川 村 健 司
竹 中 浩 人

委 員 長
顧　　問

〃　 
副委員長
委　　員

〃　 
〃　 
〃　 
〃　 
〃　 

児 林 秀 一
佐 野 　 清
井 川 孝 三
田 中 康 正
稲 田 賢 二
笠 井 　 実
濵 岡 千 寿 郎
新 宮 一 誓
吉 田 法 功
宮 川 　 清
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1. 委 員 会 開 催
　

2. 活　動　報　告
　第１回委員会　　　　2019年７月24日　
　　① メークアップ改正の件
　　② 新入会員カウンセラーの件
　　③ 新入会員の件
　　④ お食事のアンケート調査結果の件
　　⑤ 60周年記念式典。祝宴の件
　第２回委員会　　　　2019年11月６日　
　　① 地区出向者の件
　　② ロータリーアクト設立定款約定の変更の件
　　③ 教育基金の使途の件
　　④ 会員勧誘の件
　　⑤ クラブビジョン作成の件
　第３回委員会　　　　2020年１月23日　
　　① 名誉会員から正会員の件
　　② 60周年記念事業の件
　　③ その他(事務職員の件)
　第４回委員会　　　　2020年６月３日　
　　① コロナ感染による異常事態対応の件 
　　② その他

クラブ戦略計画委員会

戸 田 　 孝
居 相 英 機
井 川 孝 三
松　本　新太郎
佐 野 　 清
中 西 啓 詞
山 本 勝 彦
笠 井 　 実
飯 田 寛 光
田 中 康 正
小 谷 逸 朗
吉 田 法 功

名誉委員　パストガバナー
委 員 長　元 会 長
副委員長　元 会 長

常任委員　パストガバナー
元 会 長
元 会 長

役職委員　直前会長
会　　長

次年度会長
会長ノミニー

副 会 長
幹　　事





2019～ 2020

国際ロータリー第2660地区

八尾ロータリークラブ

クラブ活動報告

国際ロータリー テーマ
ROTARY CONNECTS THE WORLD

ロータリーは世界をつなぐ
　　

第2660地区スローガン
Stand By You　～あなたと共に～

　　
八尾ロータリークラブ テーマ

The Pursuit of True Service and Friendship
真実の奉仕と親睦を探求する


