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変革の時代、創造のとき。
新たな一歩で感動を！
第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB
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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

Rotary International
国際ロータリー会長

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー

●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

＊3/14（水）
第 2170 回移動例会

②ＩＭＲＤ用ホテルとの打ち合わせ

於：山徳

＊例会場変更に伴い、例会時間 12：30-13：30

於：シェラトン都ホテル大阪

4階

16：00～17：00

に変更

ＩＭＲＤ実行委員会及び各委員会チーフ

① 開会 点鐘
② ソング ｢クラブソング」
③ ビジターの紹介
④ 会務報告

第 2171 回例会

3 月 16 日（金）

☆卓話 ｢私の履歴書」 陣田 匡人会員

｢会長の時間｣「幹事報告」
⑤ 委員会報告

★例会後：第 30 回ＩＭＲＤ実行委員会

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

◎春のライラＰＲ訪問
ホストクラブ 八尾ＲＣ

⑥ 「ロータリーの友」紹介
谷村広報・雑誌委員長代理 堀内会員

直前会長

山本 昌市様

⑦ 卓話 ｢段ボール産業の歴史」 長尾 穣治会員
⑧ 閉会

＊3/17（土）第 1 回

点鐘

クラブ戦略計画委員長会議

於：大阪市中央区民センター
＊例会後：第 29 回ＩＭＲＤ実行委員会

登録開始

10：00～

大橋副会長

会議

10：30～12：00

出席予定

＊3/14（水）
①ＩＭＲＤパネルディスカッションの
打ち合わせ
於：シェラトン都ホテル大阪 5 階

カトレア

14：30～16：30
各クラブ発表者、石川ＩＭＲＤ実行委員長、
中澤ＩＭＲＤ実行副委員長、大松会長、

2018 年 3 月 2 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2169 回

28 名

15 名

65.2％

第 2167 回

28 名

22 名

95.7％

備 考
出席義務免除
7 名（出 2）
補
填
4名

高岡幹事、上山会員、堀内会員、鈴木会員
★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

記

ニコニコ箱
・地区より

●結婚記念日お祝ありがとうございます。
大橋 秀造会員
●結婚記念日祝、妻の誕生日祝いただいてありがと
う。

池本 繁喜会員

来る 3 月 4 日（日）午前 10：00～

大和川・

石川流域で最大の清掃活動を行います。
場所・・大和川・石川とその支川です。

●・誕生月お祝いありがとうございます。

（東住吉区内・住吉区内の大和川流域）

・三寒四温、気温差に注意しましょう。

（その他、堺、松原、藤井寺、柏原等）

奥田 長二会員
●辻盛さん、卓話御苦労様です。桑田 タア子会員
●春らしくなってきました！

当日、自由参加です。

鈴木 洋会員

●45 周年記念して新たな歴史を共に築きましょう。
品川 芳洋会員

・八尾をきれいにする運動推進本部より
八尾市の場合中止についてお知らせです。
毎年大正橋付近で実施していますが、昨年

●寒さももう少しですね！

10 月の台風 21 号の影響により大正橋付近の

辻盛会員、卓話をよろしくお願いします。
石川 義一会員

河川敷が陥没等の被害が発生し、その後復旧
の作業の日程と重なり、今年度、八尾会場は

●辻盛さん、卓話よろしくお願いします。
寒さが和らいで来ましたが、花粉症の季節です。
つらい！

多くの皆様の御参加をお願い申し上げます。

中止となりました。
以上

長尾 穣治会員

●遅刻のおわび！

辻盛 英一会員

幹事報告
●今回合計

12,000 円

【回覧】
ガバナー月信

●累

計

3 月号

642,580 円
3 月誕生日祝
奥田会員

【連絡事項】
●3/9（金）移動例会の件
3/9（金）は移動例会になります。
例会場所：山徳

3 月結婚記念日祝
池本会員・大橋会員

例会時間：12：30～13：30
※例会場所・例会時間が変更になりますのでご注

会長の時間
会長代理：副会長 大橋

意ください。
秀造

●3/16（金）ＩＭＲＤ全体打合せの件
3/16（金）例会後にＩＭＲＤの全体打合せをしま

平成 29 年度大和川・石川クリーン作戦について

す。会員の皆様については、ご出席頂きますよう

地区社会奉仕委員長から参加のご案内と、八尾をき

お願いします。

れいにする運動推進本部からのお知らせがありまし
た。ご報告致します。

●ロータリーバッジの件

収入はサラリーマンの平均生涯賃金が２億７千

例会及びロータリー関連の行事については、必ず

万円です。なんとなく収入と支出がつりあった状況

ロータリーバッジを身に着けて頂きますようお

になっていると思われます。この為浪費癖がある人

願いします。

の場合借金に頼らざるを得なくなるため、支出に返
済が増えお金的に苦しくなっていくわけです。
ここで生涯賃金は増やせない前提で、収入を増や
す、または支出を減らす方法としては計画的な借入

「日本における

金融リテラシーについて」
辻盛

英一会員

と、運用があります。
例えば同じ広さの家に住んでも賃貸で１０万円
のところを住宅ローンで購入した場合の支払いは

日本人は幼少の頃よりお金についての教育を
受けないまま育ってきています。
世界の先進国のなかではお金の知識について
一番遅れているのではないでしょうか。
昨年の上場企業を対象におこなった従業員向
けお金のアンケートでは、従業員のうちお金につ
いて悩みを持っている割合が７割を超えていま
した。
内訳としては、給料をもらっているが全く手元
に残らないが４割程度、住宅ローンを含め、借金

６万円から７万円です。金利を考えても早めのマイ
ホームの購入は支出を減らす効果があります。
また、運用も金利３％複利で貯蓄や運用ができれ
ば２４年で元金が倍になります。貯金も早くから知
識をもって積み立てると月５万円の積み立てで３
０歳から６５歳までで銀行預金と運用で２千万も
の差がでます。
お金についての知識は自分達または経営者の方
であれば従業員が将来幸せに生活していくうえで
必須の知識だと思います。

に困っているが２割程度、老後の年金がもらえる

3 月度定例理事会報告

か分からないが３割程度、社会保険や税金が適正

幹事：高岡

に給料から引かれているか分からないが１割程
度、貯蓄や運用をしたいが何をして良いか分から

●日

時：2018 年 3 月 2 日(金)
例会後

ないが３割程度、漠然とお金に不安をもっている

正和

所：かがやき

14：45～16：00

が６割程度、（複数回答可能のため１０割を超え

●場

ミーティングルーム

る）となっています。

●出席者：理事役員 6 名

日本ではお金について話をすることがあまり
良くないことのように戦後から教育されてきた

案件：

ことが原因とされています。

①会計報告 2 月分

最低限知っておきたい知識としては、支出は大
まかに５種類で住宅、老後、教育、生活、保険と

周年記念準備口座より 45 周年記念例会費用約 19
万円を使用。（個人負担以外の不足金）

なっています。この支出を収入と運用、借入でま
かなっていくこととなります。

ＩＭＲＤに係る下記自クラブの経費については、

平均をあげますと、住宅費用３千万円、老後 1 億

奉仕部門予備費予算からＩＭＲＤ用の 50 万円、Ｉ

４７０万円、教育すべて公立で５２０万円、生活

Ｍ４組補助金予算 10 万円の計 60 万円を使用。

費２２万円／月、保険１２００万円となっていま

【経費内容】

す。

翻訳代・宿泊代・航空代・案内実費代・ＩＭＲ

Ｄ打上げ代で合計 75～83 万円かかる予定。

●2018 年決議審議会

決議案提出について

※現段階で予算より 15～23 万円不足予定。不足

中澤会員より各会員へ告知済。各会員からの

分については奉仕部門予備費の残金より捻出

決議案がなければ、
『決議案なし』として 4/

予定。

末に地区へ連絡をする。

②ＩＭＲＤ用翻訳料金の件
翻訳料金については支払済。

【報告事項】
ａ.カローリング大会チラシ等確認
（大松会長より）

③4/21（土）ダウンタウンマニラＲＣ「総代生への
贈呈式」の件

原稿タタキが出来ているので、出来るだけ早
い段階で理事会メンバーが確認する。

今回はフィリピンへの訪問及び贈呈式には参加し
ない。

ｂ.トリニダッドファミリー来日の件

奉仕事業活動費の 20 万円をベンチュラ氏に渡す。

（高岡幹事より）
4/8（日）来日～4/17（火）帰国。

④台湾東部地震に対する地区義援金募集について

滞在期間中のスケジュールについては、山田

3/9（金）幹事報告時に会員へ告知。

会員とトリニダットファミリーで詳細をつ

各会員からの募金のみで対応。3/15（木）までに

める。山田会員夫妻、鈴木会員、品川会員が

地区の指定口座へ送金。

引率予定。
交通費・入館料・昼食費の接待費は奉仕部門

⑤近隣四クラブ間訃報共有の件

予備費より使用。

共有し合う。連絡先窓口等の詳細内容については、
3/22（木）の四和会で確認する。

Ｃ.6 月 22 日（金）卓話者の件（高岡幹事より）
予定通り山田会員が卓話をする。

⑥八尾市都市整備に関するタイアップ事業の件
リノアス案内板には掲示しない。

ｄ.クラブホームページ更新不可の件
（高岡幹事より）

⑦事務局休暇の件

ホームページのソフトの不具合により、12/

（3/20（火）卒業式、4/11（水）入学式のため）

末よりクラブホームページが更新できてい

理事会承認ＯＫ。

ない状況。
鈴木会員から自クラブホームページを立ち

⑧その他
●八尾うぐいすライオンズクラブ 15 周年記念例会

上げて頂いた大阪南ＲＣの木村様へ修繕依
頼をして頂く予定。

の件
4/27（金）にモントレグラスミア大阪にて開催。
大松会長出席予定。
お祝い金として 3 万円渡す。

以上

