
★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

第 2164 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢奉仕の理想」

③ ビジターの紹介

④ 皆出席祝

2年 大松 桂右会員・辻田 摂会員

   1年 高岡 正和会員

⑤ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑥ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑦ 第 4回クラブフォーラム

     職業奉仕委員会部門

品川 芳洋職業奉仕委員長

⑧ 閉会 点鐘

＊例会後：第 24回ＩＭＲＤ実行委員会

２０１８年１月２６日（金）第２１５１号

2018 年 1月 19日（金）

出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2163回 28名 16名 78.3％
出席義務免除

7名（出 2）

第2161回 28名 18名 85.7％
補    填

0名

Rotary International

国際ロータリー会長

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー

2017‐18 年度 RI テーマ

四四四つつつのののテテテススストトト

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

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB
●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

変革の時代、創造のとき。

新たな一歩で感動を！

第 2165 回例会 2月 2日（金）

＊例会前：第 25回ＩＭＲＤ実行委員会

☆卓話なし

☆ＩＭＲＤ全体打ち合わせ

★例会後：2月度定例理事会

☆2月誕生月祝

大橋会員、木村会員、大松会員、安田会員

上山夫人、松本夫人、森下夫人、山田夫人

☆2月結婚記念日祝

奥田会員、品川会員、森下会員

＊2/3（土）

地区ロータリー財団 地区補助金管理セミナー

於：大阪 YMCA 会館 2F ホール

登録 13：30～14：00 開会 14：00～17：00

品川会長エレクト、長尾会長ノミニー 出席予定

ニコニコ箱

●本日のクラブ協議会、よろしくお願い致します。

                大松 桂右会員

●新年おめでとうございます。今年も会員の皆様が

健康で輝かしい年であります様に。

森田 時男会員



●第 4回クラブ協議会、よろしくお願い致します。

                大橋 秀造会員

●森田様、本年も宜しくお願いします。お顔拝見し、

安心しました！         鈴木 洋会員

●皆さん、本年もよろしくお願いします。

                池本 繁喜会員

●先週、新入会員歓迎会、欠席のおわび。

                長尾 穣治会員

●今回合計 7,000円

●累計  403,580円

幹事報告

●八尾東ロータリークラブ創立 45 周年記念例会に

ついて

郵送、配布しましたように下記日程で記念例会を

開催致します。

◎日時：2018 年 2月 23 日（金）

    登録受付：17：30～

    例会：18：00～19：00

（うち卓話 18：00～18：30）

    祝宴：19：00～20：30

会長の時間

今年は大変冷え込む日が多く、皆様におかれまして

は体調を崩されることのないよう、ご自愛下さい。

先日より、ＩＭＲＤのＰＲに他のクラブへと訪問し

ておりますが、改めて例会運営については様々な形

態があり、他のクラブへのメーキャップの必要性も

改めて認識をしました。

どのクラブも暖かくお迎え頂き、ＩＭＲＤの準備等

についてねぎらいのお言葉も頂きました。

本日は第 4 回クラブ協議会ですので、充実した協議

会となるようにお願い申し上げます。

第 4 回クラブ協議会報告

幹事 高岡 正和

● 日時 ：2018 年 1 月 19 日（金）

      14：00～15：00

      於：生涯学習センター『かがやき』

●委員長欠席：

・会員研修・情報

桑田会員 →代理 奥田会員

・奉仕活動 山田会員 →代理 鈴木会員

・環境保全 高橋会員 →代理 大橋会員

・青少年奉仕 松本会員 →代理 大橋会員

・国際奉仕 辻盛会員 →代理 鈴木会員

・米山奨学会 柳会員 →代理 鈴木会員

●司会進行 高岡幹事

◎開会の辞  大松会長

◎クラブ現況 高岡幹事

・会員数：28名

7月 1日は 26 名でスタート。7月 7日に 1

名、10 月 27 日に 1名入会。現在会員数は

※卓話については、大谷パストガバナーにお願

いをしております。

◎場所：スイスホテル南海大阪

35Ｆ 『ベルビュー』

    大阪市中央区難波 5-1-60

    ＴＥＬ：06-6646-1111（代表）

◎登録料：会員様 お 1人様：￥5,000

      ご家族様 お 1人様：￥2,000

※ご家族様においても日頃のロータリー活動を

知って頂き、また各会員及びご家族様との交流

を深めて頂くいい機会になりますので、各会員

ご家族様にお声掛け頂きますよう宜しくお願

いします。



28 名。

・出席率：本年度の上半期出席率は 79.21％

とぎりぎり 80％を切っています。出席率

80％以上を目標にしていますので、ご多忙

とは思いますが、例会に出席して頂きます

ようお願いします。

【下半期の奉仕活動】

①カローリング大会の開催。

5月 19 日（土）開催予定。

②今年度も『アールブリュット展覧会』を支

援予定。具体的金額は未定。

【親睦行事】

2月 23 日（金）にスイスホテル南海大阪にて

創立 45周年記念例会を開催します。

【RI2660 地区第 4組ＩＭＲＤ】

4月 14 日（土）に八尾東ＲＣがホストクラブ

でシェラトン都ホテル大阪にて開催。

◎会計予算  鈴木会員

⇒上半期は順調に推移。下半期会費の振込を

お願いします。

ＩＭＲＤに係るクラブ用の費用について

は、各クラブ会員からの会費で運営。

【各委員会報告】

＜クラブ運営委員会＞

・ 例会運営⇒計画書通り

・ 親睦活動⇒計画書通り

・ プログラム・会報⇒計画書通り。新入会員

の『私の履歴書』の卓話を早めに実施。

下記日程に変更。

浅井会員・・・2月 9日（金）。現状通り。

陣田会員・・・3月 16 日（金）。

※中澤会員の卓話については、3 月 16 日

（金）→6月 22 日（金）へ変更

＜会員組織委員会＞

・ 会員増強（職業分類）⇒計画書通り

・ 会員研修・情報（会員選考）⇒計画書通り

・ 広報・雑誌⇒計画書通り

＜職業奉仕委員会＞

⇒計画書通り

＜奉仕活動委員会＞

・ 社会奉仕⇒計画書通り

・ 環境保全⇒計画書通り

・ 青少年奉仕⇒計画書通り

・ 国際奉仕⇒計画書通り。ダウンタウンマニラ

ＲＣとの共同事業（高校の総代生に対しての

支援）の記念式典に会員が参加した方がいい

のでは。ＩＭＲＤと日程が重なっている為、

記念式典への参加会員については検討が必

要。

・ Ｒ財団⇒計画書通り

・ 米山奨学⇒計画書通り

＜会場監督・ＳＡＡ＞

⇒計画書通り

＜ＩＭ実行準備委員会＞

ＩＭＲＤの自クラブの全体打ち合わせを 2 月 2

日（金）に行う。

●ＩＭＲＤについての質疑応答

ＤＶＤレターのクラブについては、原文と日

本語訳文を各クラブより提出してもらう。

提出はいつ頃になるのか？

概算でもいいので予算金額を報告書に入れて

みてはどうか？

◎閉会の辞  大橋副会長
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