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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

☆4 月結婚記念日祝
第 2173 回例会

石川会員、桑田会員、森田会員

① 開会 点鐘

☆卓話なし

② ソング ｢それでこそロータリー」

☆ＩＭＲＤ全体打ち合わせ

③ ビジターの紹介

★例会前：ＩＭＲＤ実行委員会

④ 会務報告

★例会後： 4 月度定例理事会

｢会長の時間｣「幹事報告」
⑤ 委員会報告

＊4/7（土）

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

2018～2019 年度のための地区研修・協議会

⑥ 卓話 ｢アパレル業界の今後｣ 堀内 伸也会員

於：大阪国際会議場

⑦ 閉会

登録開始：12：00 開会 13：30

点鐘

閉会 17：30

出席者（次年度役職者）
★例会後：ＩＭＲＤ全体打ち合わせ

品川会長、堀内幹事、桑田クラブ運営委員長、

★打ち合わせ後：ＩＭＲＤ実行委員会

長尾職業奉仕委員長、中澤社会奉仕委員長、
高橋青少年奉仕委員長、

＊4/5（木）第 93 回四輪会ゴルフコンペ
（ホスト：八尾ＲＣ）
於：春日台カントリークラブ
8：00 集合

安田国際奉仕委員長代理石川会員、
森下Ｒ財団委員長、大橋米山奨学委員長、
大松クラブ研修リーダー

出席予定

8：34 スタート
高橋会員

参加予定
2018 年 3 月 23 日（金）
出席報告

第 2174 回例会

4 月 6 日（金）

☆4 月誕生月祝

品川会員、柳会員

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2172 回

28 名

18 名

78.3％

第 2170 回

28 名

16 名

72.7％

備 考
出席義務免除
7 名（出 2）
補
填
2名

★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

ニコニコ箱

で、本日各会員に配布をさせて頂きますので、こ

●森下会員、本日の卓話よろしくお願い致します。

ちらの方もご協力の程、よろしくお願い申し上げ

大松 桂右会員

ます。

●本日の卓話よろしくお願いします。
森下 慶治会員

幹事報告

●森下さん、卓話よろしくお願いします。
長尾 穣治会員
●森下会員、卓話をよろしく。

週報・ＩＭＲＤ全体打合せスケジュール表・カ

ＩＭＲＤの方もあと 20 日余りです。皆さまのご協
力をお願いします。

ローリング大会のポスター、チラシ

石川 義一会員

●森下さん、長期勤続ご苦労様です。良い経験談楽し
みです。

奥田 長二会員

●森下さん、
「在籍 32 年を振り返って」の卓話、拝聴
させて頂きます。

【配布物】

【回覧】
ＩＭ第 4 組フレッシュロータリアン研修交流
会開催のご案内

桑田 タア子会員
【連絡事項】

●森下さん、卓話楽しみです。

大橋 秀造会員

●森下さん、32 年間お世話になりましたね！
鈴木 洋会員
●森下くんの卓話を楽しく聞かせてもらいます。
池本 繁喜会員

●今回合計

●累

計

本日（3/23）
、来週 3/30 例会後にＩＭＲＤ全体
打合せを行います。
卓話の時間帯を前倒しにしまして打合せを早
めにしたいと思います。
ご協力よろしくお願いします。

10,000 円

668,580 円

会長の時間

「在籍 32 年を振り返って」
森下 慶治会員

私が入会させて頂いたのは、1987 年（昭和 62 年）
2 月 1 日で、八尾西武百貨店 8 階バンケットルー

昨日は、山徳にて四和会が開催され和やかな雰囲気

ム、クラブ事務所は、山本駅南側の岩田ビル 4

で各クラブとの懇親が深められました。その場にて

階で、当時の事務員は佐谷さん、当時会員数は

ＩＭＲＤ開催に向け、これまでのご協力に御礼を申

54 名で銀行の紹介で、私と鹿岡 武三郎氏 2 名

し上げるとともに、今後の更なるご協力のお願いを

入会して 56 名の会員数でした。

させて頂きました。

当時の印象はバンケットルームの例会場いっぱ

本日はＩＭＲＤの打ち合わせがありますが、各会員

いに錚々たる会員で、緊張した事を覚えていま

におかれましても当日の動きを再確認して頂きます

す。

ようお願い申し上げます。

当時の会長は佐野

また、５月１９日開催の４５周年事業カローリング

を頂き緊張を解して頂いたのを覚えています。

大会の案内チラシ・ポスターが出来上がりましたの

その後、1991 年－92 年清水

利一様で色々とアドバイス

亀三夫会長年度で、

森田

時男副会長、幹事に私を指名され入会 5 年

ず、特殊事情があって難航を致しました。

目でロータリー活動について何も解らずお断り

会長 2 回目を引き受けざる事情があり、次年度に鈴

をしましたが、他に幹事を人選したが受け手がな

木会員が次年度を引き受ける条件で、承諾をした事

く困ってしまったと、云われ森田 時男さんに相

情で退会も覚悟の上と密かにしておりました。

談を申し入れました。

2011 年 3 月 11 日

東日本大震災で想像絶する大津

森田さんとは親しくして頂きロータリーの事で、 波で甚大なで壊滅的な被害が発生しました。
給油所の裏の事務所までお越し頂き何回か相談

その後被災地を訪問し、創立 40 周年記念事業とし

させて湧きました。

て東日本大震災による子供の PTSD 対策プロジェク

森田さんはすでに副会長を承諾され、何か問題が

ト（石巻）支援事業として、石巻南ＲＣ、石巻東Ｒ

起これば相談をしながら頑張りましょうと云わ

Ｃの関係者が出席し、基金 280 万円石巻市教育委員

れました。陰で事務局員の力添えがあり会員から

長室で贈呈式を行いました。石川会長、鈴木会員、

の大きな力添えと協力があって、無事、幹事役が

桑田会員、池本会員、森下会員が参加しました。

務まったと思っています。
正直申しまして、この一年間私の人生に大きな勉
強の機会を与えて頂いたと感謝の念に堪えませ
ん。
ロータリー活動、年表の中で 1972 年から 15 年後
の 1986 年～87 年度佐野

利一会長年度から縁も

因もなかったロータリークラブに、会社の取引銀
行の紹介で入会を勧められ、異業種の集まりで、
石油関係以外の知識勉強の機会を与えて頂いた
と思っています。
振り返ってみまして、1991 年～92 年私が幹事の
時、社会奉仕で山本駅前に太陽時計を設置、現在
も時刻も正確表示、ポールに八尾東ＲＣ寄贈の看
板も表示しています。
2001～2002 年、私が会長をさせて頂いた時、会員
数は 46 名、この間姉妹クラブのパキスタン

カ

ラチミッドタウンＲＣを通じて冬の季節のアフ
ガンへ子供用の衣類を会員以外の近隣の幼稚園
を中心に保護者の家庭から衣類の提供を依頼し、
当時の会員のパスト会長和田

輝夫さん、増田

靖博さん、特に増田さんには会社の設備倉庫を借
り、コンテナに積み込みを会員とその奥様方が仕
分けをして特に池本刷子の社員、元平さんにはコ
ンテナ積み作業を中心になってして頂きました。
2010 年～11 年に、会長候補が決まらず、歴代会
長会を緊迫したなかで開催するも候補が決まら

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

