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2017‐18 年度

RI テーマ

変革の時代、創造のとき。
新たな一歩で感動を！

Rotary International
国際ロータリー会長

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

四
四つ
つの
のテ
テス
スト
ト
言行はこれに照らしてから
1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
3. 好意と友情を深めるか
4. みんなのためになるかどうか

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：大松 桂右
●幹
事：高岡 正和
●会報委員長：安田 憲司

第 2163 回例会

第 2164 回例会

1 月 26 日（金）

① 開会 点鐘

☆卓話なし

② ソング ｢クラブソング」

☆第 4 回クラブフォーラム
職業奉仕委員会部門

③ ビジターの紹介

品川

④ 会務報告

芳洋職業奉仕委員長

★例会後：第 24 回ＩＭＲＤ実行委員会

｢会長の時間｣「幹事報告」
⑤ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑥ 「ロータリーの友」紹介
谷村 政哉広報・雑誌委員長

☆皆出席祝
2年

大松

桂右会員・辻田

1年

高岡

正和会員

摂会員

⑦ 第 4 回クラブ協議会
・協議会 14：00～15：00 予定
（＊閉会 点鐘
⑧ 閉会

2018 年 1 月 11 日（木）
出席報告

14：30 に行う）

点鐘

★例会後：第 23 回ＩＭＲＤ実行委員会

＊1/20（土）

会員数

出席数

出席率

第 2162 回

28 名

18 名

81.8％

第 2160 回

28 名

23 名

87.0％

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
1名

ニコニコ箱

2017-18 年度

第 2 回国際奉仕委員長会議

於：ＯＭＭビル
受付 9：30～
辻盛

例会数

2 階 会議室

い致します。

会議 10：00～12：00

英一国際奉仕委員長

●新年おめでとうございます。本年もよろしくお願

出席予定

大松 桂右会員

●明けましておめでとうございます。ロータリアン
人生を共に楽しみましょう！
●本年もよろしくお願いします。

品川 芳洋会員
鈴木 洋会員

★例会場：八尾市生涯学習センター<かがやき> 〒581-0833 大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16 ℡:072(924)3876
★例会日時：毎週金曜日13時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 LINOAS（リノアス）8階 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

●今年もよろしくお願いします。 奥田 長二会員

誘致委員会への加入方法は、配布しました書類

●本年もよろしくお願い致します。大橋 秀造会員

に明記していますのでご確認ください。

●2018 年初例会及び新入会員歓迎会を祝して！
出席会員全員

●ＰＤＣＡリスト提出のお願い
1/11（木）現在、未提出の方がいますので、明

●今回合計

●累計

22,000 円

日（1/12）中に提出をお願いします。

396,580 円

●2017～18 年度下半期請求書について
配布しました請求書金額を 1/31 までに銀行振
1 月結婚記念日祝
中澤会員・高岡会員・浅井会員

込もしくは事務局

山本さんへ持参をお願い

します。
上半期ＨＣ皆出席祝
高岡会員・石川会員
大橋会員・辻田会員

会長の時間

「新年を迎えて」
大松

桂右会長

新年おめでとうございます。
皆様には健やかに新年をお迎えになられましたこと
とお慶び申し上げます。

平成 30 年の新しい年を迎えましたが、今年も

最近は大変冷え込む日が続いておりますが、皆様に

色々なことに計画性を以って、充実した年になる

はご自愛頂き、素晴らしい年となりますことをお祈

ように努力して参りたく存じます。

り申し上げます。

年度の下半期に入りましたが、IMRD・45 周年事
業のカローリング大会などなどクラブにとりま

幹事報告

しても大変密度の濃い下半期となりますので、皆
様にはご協力賜りますようよろしくお願い申し

●2025 年 日本万国博覧会誘致について（地区より） 上げます。
大阪・関西における万博開催国に立候補し、誘致

今年最初の例会ということですので、会員皆様の

活動にご理解・ご賛同をお願いします。現在、立

今年の抱負等をお聞かせ頂きたく思います。

候補している国は日本を含め 4 ヶ国あり、その中

（全会員からの抱負等を発表）

でもフランス（パリ郊外

皆様の抱負や思いが叶う 1 年となりますようお

サクレ）は約 20 万人の

委員（賛同者）を集めており、大阪は約 17 万人と

祈り申し上げます。

なっています。今年の 3 月頃に博覧会国際事務局

私自身は微力でございますが、会員皆様のお力添

の調査団が来日するまでには、フランスを上回る

えにて上半期を何とか終えることが出来ました。

賛同者数を集めることを目指しています。

どうぞ下半期もよろしくお願い申し上げます。

誘致実現に向け、誘致委員会への加入・参加をお
願いします。

案件：

新入会員歓迎会のご報告
親睦活動委員長 辻田

摂

①会計報告 12 月分
順調に推移している。

2018 年、新年初例会を 1 月 11 日(木)に移動例会
として JR 八尾駅から徒歩 3 分ほどにあります居

②2018 学年度米山奨学生配置に関するクラブ意

酒屋じゃんやというお店で開催し、浅井会員、陣

向調査への回答の件

田会員の新入会員歓迎会、会員懇親会も行いまし

受入れはしない。

た。
宴会恒例の奥田会員の乾杯で始まりました。

③デジタルカメラ購入の件

料理も美味しくみなさまと楽しいひとときを過

理事会承認ＯＫ。

ごせたかなぁと思います。

管理部門の予備費より支出（2～3 万円）。

会も中盤になる頃に浅井会員、陣田会員より一言
頂き、最後は大橋副会長のご挨拶で新入会員歓迎

④その他
●ＩＭＲＤ

会及び懇親会を終了いたしました。

ＰＲ訪問のビジターフィと交通

当日、ご参加頂いたみなさまどうもありがとうご

費について

ざいました。

ＰＲ訪問に係る費用については、例会運営

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

（会食費）より￥1500/人×訪問回数、不足分
については親睦（交際費）より支出。

【報告事項】
a. カローリング大会の件 （大松会長より）
5/19（土）に開催。会員においては開会 1 時
間前に集合し準備を行う。審判、大会運営を
行うため終日になる。
1/17（水）に八尾市担当者と打合せをする。
ポスター・チラシの作成。
地区のメディアを利用（申請中）、八尾ＦＭ局
を利用してＰＲを行う。
八尾教育委員会（後援）にも話をしている。

1 月度定例理事会報告
幹事：高岡

●日

時：2018 年 1 月 11 日(木)
例会前

●場

11：00～12：00

所：居酒屋『じゃんや』

●出席者：理事役員 7 名・オブザーバー1 名

正和

ロータリーの友にも寄稿する。

b.45 周年記念例会の件（高岡幹事より）
日時：2018 年 2 月 23 日（金）
午後 6 時～午後 8 時 30 分
場所：スイスホテル南海大阪
会員会費：￥5,000

家族会費：￥2,000
ＯＢ会員の方は招待するため、会費はなし。
卓話者については、大谷パストガバナー。
※今回の記念例会は、ご家族の方にも日頃の
ロータリー活動を知って頂き、また各会
員・家族の方と知り合い親睦を深め合うい
い機会になりますので、ご家族の方のご参
加もお願いしたいと思います。

c.2018-19 年度地区委員会編成の件
（大松会長より）
地区出向者：堀内会員
地区出向先委員会：
クラブ奉仕・拡大増強委員会

d.2018-19 年度当クラブ委員会構成表の件
（品川会長エレクトより）
ほぼ決まりつつある。決まり次第、会員へ告
知。
以上

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

