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RI テーマ

変革の時代、創造のとき。
新たな一歩で感動を！

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

Rotary International
国際ロータリー会長

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー

第 2175 回移動例会
於：シェラトン都ホテル大阪

3 階 春日の間

＊IMRD に伴い、例会場及び
例会時間 10：30-11：30 に変更
① 開会 点鐘

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

2018 年 4 月 6 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2174 回

28 名

17 名

73.9％

第 2172 回

28 名

18 名

78.3％

備 考
出席義務免除
7 名（出 2）
補
填
0名

② ソング ｢クラブソング」
③ ビジターの紹介

ニコニコ箱

④ 会務報告

●本日のＩＭＲＤ打ち合わせよろしくお願い致しま

｢会長の時間｣「幹事報告」

す。

⑤ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑥ 閉会

大松 桂右会員

●お祝いを頂きましてありがとうございます。ＩＭ
ＲＤも来週です。皆様引き締めてやりましょう。

点鐘

石川 義一会員
●梅の花も一斉に咲き、もう葉桜となりました。

＊12：30～13：00 受付

結婚記念日のお祝いありがとうございます。

＊13：00～17：00 ＩＭＲＤ
＊18：00～20：00 打ち上げ

3 階 伊勢の間

浅井さん、小由季ちゃんの出産お目出とうござい
ます。

桑田 タア子会員

●お誕生日祝、ありがとうございます。
品川 芳洋会員
第 2176 回例会

4 月 20 日（金）

☆卓話 ｢次年度の会長方針｣
品川

芳洋会長エレクト

☆｢ロータリーの友｣紹介
谷村

政哉広報・雑誌委員長

●会長をはじめ、ＩＭＲＤ実行委員長、委員の皆さ
ん、大変御苦労さまです。

池本 繁喜会員

●お祝いありがとうございます。出産日は 3 月 13 日
13：30 頃でした。無事に出産し、これから頑張り
ます。

浅井 寿徳会員

★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

日時：4/29（日） 午後 7：30～9：00
●今回合計

6,000 円

（午後 7：00 開場）
会場：シェラトン都ホテル大阪

●累

計

678,580 円

3 階葛城の間（先着 120 名）
トークショー：デニス・サファテ投手
4 月誕生日祝
品川会員

（福岡ソフトバンクホークス投手）
※入場無料（但しイベントの中でチャリティー
募金をお願いします）

●4/13（金）の例会はございませんのでお間違い

4 月結婚記念日祝
石川会員・桑田 会員

のないようにお願いします。
ご出産 祝
浅井会員

●4/7（土）は次年度のための地区研修・協議会

会長の時間

が大阪国際会議場でございます。
参加される会員の皆様よろしくお願いします。

いよいよ来週がＩＭＲＤの開催となっております。
今日まで協議、打合せ等、開催に向けての調整にご

●ＰＤＣＡリスト提出のお願い

協力頂き、ありがとうございました。ＩＭＲＤの成

4/27（金）に第 5 回クラブ協議会がございます。

功に向け、最後までよろしくお願い申し上げます。

各委員長におかれましては、ＰＤＣＡリストを

また、５月のカローリング大会につきましても、参

4/18（水）までに事務局に提出して頂きますよ

加申し込みが早速届き始めました。引き続き参加者

う宜しくお願いします。

募集の声がけ等にご協力の程、よろしくお願い申し

2018 年 4 月 6 日ＩＭＲＤ全体打ち合わせ

上げます。

ＩＭＲＤ実行副委員長

中澤

剛

幹事報告
ＩＭＲＤを控え、最後の全体での打ち合わせを
【配布物】

卓話の時間をいただき開催させていただきまし

・週報

た。当日の動きについては、ほぼ全会員が認識で

・東大阪中央ＲＣ『ケニア・ナイロビ、シープケア

きているようで、現在、未確定事項としては、ビ

学校給食支援チャリティーイベント』のご案内分

デオレターの未提出が１件あるという状況を共

とチラシ

有できました。
当日の運営・進行のメインとなる司会のリハー
サルを行い、何とか形になりそうな感じで来週の

【回覧】
・ガバナー月信

4 月号

本番を迎えられるのではないかと感じています。
後は、前日の実行委員会を開催現地で行い、最

【連絡事項】

終確認を行いますので、不安な方がいらっしゃる

●ケニア・ナイロビ、シープケア学校給食支援チャ

場合は、ご参加ください。

リティーイベント（東大阪中央ＲＣ）

昨年の実行委員会発足から長期間にわたり、毎

週、実行委員会にて意見交換しながら遂にここま
できました。実行委員の皆様、山本事務局員、本

④その他
・ＩＭＲＤ打ち上げの件
日時：4/14（土）午後 6：00～8：00

当にご苦労様でした。

（ＩＭＲＤ終了後）

後は、本番のみというところですので、あとも

場所：シェラトン都ホテル大阪 3Ｆ

うひと踏ん張り、お願いいたします。

『伊勢の間』

当日、予想外の事が起こるかもしれませんが、
無事にＩＭＲＤが終了できるよう皆様のご協力

出席人数：27 名

をお願いいたします。

料理はテーブルビュッフェ
飲物はビール・ワイン（赤・白）
・焼酎（芋・麦）
・
ソフトドリンク

4 月度定例理事会報告
幹事：高岡
●日

時：2018 年 4 月 6 日(金)
例会後

●場

正和

所：かがやき

※マイクは自クラブのものを使用。
※日の丸旗・クラブ旗の掲揚はしない。

15：30～16：10
ミーティングルーム

●出席者：理事役員 6 名、オブザーバー1 名

・無断長期欠席の会員について
親しい会員より連絡してもらう。
以上

案件：
①会計報告 3 月分
順調に推移している。
ＩＭＲＤにかかる費用について自クラブ予算
50 万を超える見込み。不足分については奉仕部
門の予算残金で補填。

②45 周年記念事業

カローリング大会の予算の

件
カローリング予算 109 万（自クラブ予算+地区
補助金）。
予算を若干超える（10 万円以内）見込み。
不足分については、奉仕部門予備費より補填。

③米子東ＲＣ

創立 50 周年記念行事について

5/19（土）・・・ゴルフコンペ+前夜祭
5/20（日）・・・記念式典・講演・懇親会
※高橋会員が 5/19（土）
、5/20（日）の記念行
事出席予定。
5/19（土）ゴルフコンペ参加費\3,000 の半額
（\1,500）、前夜祭参加費\5,000、記念式典会費
\10,000 についてはクラブ負担。

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

