
★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 2166 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢クラブソング」

③ ビジターの紹介

④ 地区献血ＰＲ

地区社会奉仕委員

榎原
え ば ら

一
かず

滋
しげ

様（吹田西ＲＣ）

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 「ロータリーの友」紹介

  高橋 広一広報・雑誌委員

⑧ 卓話 ｢私の履歴書」 浅井 寿徳会員

⑨ 閉会 点鐘

★例会前：次年度第 1回理事役員会合

＊例会後：第 26回ＩＭＲＤ実行委員会

＊2/10（土）2018-19 年度のための

地区チーム研修セミナー

於：大阪国際会議場 3階 イベントルーム

登録開始 13：00 ～ 13：30

会  議 13：30 ～ 16：54

堀内地区委員 出席予定

第 2167 回例会 2月 16 日（金）

☆卓話なし

☆第 5回クラブフォーラム

        国際奉仕委員会部門

          辻盛 英一国際奉仕委員長

★例会後：第 27回ＩＭＲＤ実行委員会

＊2/17（土）第 2回クラブ社会奉仕委員長会議

於：大阪社会福祉指導センター

登録 9：30～ 会議 10：00～11：50

大橋 秀造本年度社会奉仕委員長

中澤  剛次年度社会奉仕委員長 出席予定

２０１８年２月９日（金）第２１５３号

2018 年 2月 2日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2165回 28名 20名 87.0％
出席義務免除

7名（出 2）

第2163回 28名 21名 91.3％
補    填

3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！



ニコニコ箱

●本日のＩＭＲＤ全体打ち合わせ、どうぞよろしく

お願い致します。

誕生日祝、ありがとうございます。

大松 桂右会員

●・結婚記念日お祝ありがとうございます。66 回目

になります。

・厳しい寒さが続いています。お互いに健康に留意

しましょう。

・先週欠席のお詫び      奥田 長二会員

●結婚記念日にお祝いをいただいて。

家内の誕生日にお祝いをいただいて。

森下 慶治会員

●皆様インフルエンザに御注意ください。

    桑田 タア子会員

●誕生日のお祝ありがとうございます。

大橋 秀造会員

●長尾さんに｢シゲキ｣されて！   鈴木 洋会員

●寒い！            長尾 穣治会員

●今回合計     10,000円

●会費と納入分 20,000円

●累   計    573,580円

幹事報告

本日は特にございません。

ＩＭＲＤも控えており、引き続き会員の皆様には

ご協力頂きますようお願い致します。

また、今年度の地区の方針の中に「マイロータリ

ー登録率 50％目標」（各会員が積極的にマイロー

タリーを活用。クラブセントラルを通じてクラブ

内での情報の共有化・クラブ戦略計画の進捗、広

報活動等の可視化・活動の充実）とあります。現

在、当クラブの登録率は低い状況にありますの

で、登録のほどよろしくお願い致します。

2018 年 2 月 2 日ＩＭＲＤ全体打ち合わせ

ＩＭＲＤ実行副委員長 中澤 剛

ＩＭＲＤ実行委員会において、当日のスケジュー

ルの骨子がほぼできたので、会員に報告および質

問。

資料を下記５部配布し、当日の会議全体を想定し

意見交換。

・ゲスト出欠リスト

・予算書

・運営担当表

・当日スケジュール（案）

・式次第（案）

ここ数か月、毎週、実行委員会にて意見交換しな

がらようやくここまできました。

物足りない部分等々も多々あろうかと思います

が、無事にＩＭＲＤが終了できるよう皆様のご協

力をいただきますようお願いいたします。

今後も様々な確認事項があると思われます。

よりよいＩＭＲＤにする為にも忌憚のないご意

見をお待ちしております。

2 月誕生日祝

安田会員・大橋会員・大松会員
2 月結婚記念日祝

奥田会員・品川会員・森下会員

会長の時間

早いもので、来週には次年度の第 1 回理事役員会合

が開催され、次年度の動きも始まりました。

今年度の奉仕事業については 5 月に決定しており、

来週にはカローリング大会にご協力頂く、スポーツ

推進委員さんらとの打ち合わせもあり、大変忙しく

なってきます。



2 月度定例理事会報告

幹事：高岡 正和

●日 時：2018 年 2月 2日(金)

例会後 15：20～16：10

●場 所：かがやき ミーティングルーム

●出席者：理事役員 7名

案件：

①会計報告 1月分

後期会費については、2/2（金）中に全会員よ

り完納予定。

順調に推移している。

②45周年記念例会の件

記念例会の費用については、当日会費と周年記

念準備金を当てる。

記念例会のプログラムについては、通常例会プ

ログラムで行う。

18：00～18：45・・・例会

18：45～20：30・・・乾杯・祝宴

ゲスト紹介（卓話者・ＯＧ会員）

・・・辻田親睦委員長

卓話者経歴紹介・・・鈴木会員

司会者・・・当日の例会運営担当者が行う

（中澤会員・柳会員・坂原会員・浅井会員）

持込備品・・・鐘・バナー・日章旗・クラブ旗・

四つのテスト幕・ソング幕・名

札・席札・ソングＣＤ（※ホテ

ル側に音響設備があればラジカ

セは持参しない）

※ゲスト（卓話者・ＯＧ会員）の席札を作成

（山本事務局員）

③ＩＭＲＤの為のベンチュラーさん来日の件

4/11（水） 名古屋

4/12（木）～13（金） 大阪

4/14 ＩＭＲＤ

4/15・16 北陸（鈴木会員引率）

4/17 帰国

費用（航空代・宿泊費・接待費）については、Ｉ

ＭＲＤ講師謝礼金（10万）と奉仕部門予備費（Ｉ

ＭＲＤ関連費用の 50万）より当てる。

④ＩＭＲＤ当日の打ち上げの件

費用については、奉仕部門予備費（ＩＭＲＤ関連

費用の 50万）より当てる。

打ち上げの段取り及びホテルとの窓口は、辻田親

睦委員長が行う。

⑤事務局休暇の件（2/15（水））

理事会承認済。

⑥リノアス全館閉館に伴う事務局休暇の件

（2/22（木））

理事会承認済。

⑦その他

2018 年決議審議会 決議案提出について

中澤会員より後日会員へ告知。

【報告事項】

a.デジカメ購入の件（高岡幹事より）

24,000 円（税込）デジカメ購入理事会承認済。

管理部門の予備費より支出。

b.事務局シュレッダー購入の件（高岡幹事より）

16,000 円前後のシュレッダーを購入予定。

管理部門の予備費より支出。

以上



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB


