
★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 2177 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢我等の生業」

③ ビジターの紹介

④ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑤ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑥ 第 5回クラブ協議会

・協議会 14：00～15：00 予定

（＊閉会 点鐘 14：30 に行う）

⑦ 閉会 点鐘

＊4/27（金）

八尾うぐいすＬＣ 創立 15周年記念例会・祝宴

於：モントレグラスミアホテル

例会：21階ラベンダー

祝宴：23階パティオリッチモンド

受付 15：00～ 記念例会 16：00～17：30

祝宴 18：00～20：00  大松会長 出席予定

＊4/28（土）～30（月・祝）

春のライラ

於：関西大学 高槻、堺キャンパス

（ホスト：八尾ＲＣ）

石川 義一会員 参加予定

２０１８年４月２７日（金）第２１６４号

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！

＊5/4（金）法定休日による休会

第 2178 回例会 5月 11 日（金）

☆皆出席祝 4年 中澤 剛会員

☆5月誕生月祝

松本会員、高岡会員、辻盛会員、安田夫人

山本事務局員

☆｢ロータリーの友｣紹介

          谷村 政哉広報・雑誌委員長

☆卓話「次年度の為の地区協議会報告①」

品川 芳洋会長エレクト

堀内 伸也次年度幹事

桑田タア子次年度副会長＆ＳＡＡ

◎例会前：第 4回次年度理事役員会合

★例会後：5月度定例理事会

＊5/12（土）

2017-18 年度クラブ職業奉仕新旧委員長会議

於：大阪府社会福祉会館 401

登録 9：30～ 会議 10：00～12：00

長尾次年度職業奉仕委員長    出席予定



ニコニコ箱

●先日のＩＭＲＤおつかれ様でした。

次はカローリング大会がありますので、どうぞよ

ろしくお願いします。

品川会長エレクト、本日の卓話よろしくお願いし

ます。            大松 桂右会員

●次期品川会長のお話と先日結婚記念日のお祝いを

いただきありがとうございました。

森田 時男会員

●ＩＭＲＤも無事終了し、皆様御苦労さまでした。

森田さん、出席ありがとうございます。

桑田 タア子会員

●石川実行委員長はじめ全員のご努力でＩＭＲＤ無

事成功裡に終了。ご苦労様でした。

奥田 長二会員

●ＩＭＲＤ無事に終わりました。ありがとう御座い

ました。

品川さん、卓話よろしくお願いします。

大橋 秀造会員

●ＩＭＲＤ無事に終わりました。ありがとう御座い

ました。

品川さん、卓話よろしくお願いします。

大橋 秀造会員

●ＩＭＲＤご苦労様でした。さあ次はカローリング

ですね！            鈴木 洋会員

●家内がケガをしまして毎日病院へ行っています。

ＩＭＲＤ、ご迷惑をお掛けしました。

森下 慶治会員

●ＩＭＲＤ成功おめでとうございます。

品川 芳洋会員

●次年度理事会だけ出席して失礼します。

長尾 穣治会員

2018年 4月 20日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2176回 28名 17名 73.9％
出席義務免除

7名（出 2）

第2174回 28名 17名 83.3％
補    填

3名

会長の時間

先日のＩＭＲＤお疲れさまでした。開催日まで打

ち合わせや協議等、本当に大変でしたが、無事に

終えることができました。

どのようなＩＭＲＤになるかと心配もしており

ましたが、結果としては充実した内容で素晴らし

いＩＭＲＤとなったことに安堵しております。

また、ベンチュラさんご一行のお世話等も大変ご

苦労様でした。

会員一同が一丸となり、ご尽力頂きましたことに

感謝を申し上げます。ありがとうございました。

また、事務局の山本さんも大変ご苦労をおかけし

ましたが、ありがとうございました。

ホッとする間もなく、次はカローリング大会が控

えておりますので、引き続き皆様のご協力をよろ

しくお願い申し上げます。

●ＩＭＲＤの本番が終わりました。残務は少しあ

りますが、ＩＭＲＤの成功は皆様の協力の成果

です。お疲れ様でした。ありがとうございまし

た。            石川 義一会員

●今回合計 15,000円

●累計  722,580円

幹事報告

【配布物】

週報・ロータリーの友誌 4月号・ＩＭＲＤ打上げ

懇親会集合写真

第 29 回ガバナー杯争奪軟式野球大会 大会記録

誌

【回覧】

●第 39回大輪ゴルフ会事前案内の連絡

  ホストクラブ：大阪西南ロータリークラブ



「次年度の会長方針」

  品川 芳洋会長エレクト

1. まず RI についての認識を確認致します。

2017 年 11月現在、全世界のロータリアン総数は

1,230,399 人、クラブ数は 35,784、地区は 200

以上の国と地域に 539 地区があります。

一方、日本には2018年 1月現在で34地区、2,262

クラブ、89,581 人のロータリアンがいます。ク

ラブ数では全世界の 6.3%、ロータリアン数では

7.3%です。

2. ロータリーのビジョンと次年度テーマ「Be the 

Inspiration」

2018－19年度のための研修セミナーPETSにおい

て、山本ガバナーエレクトから昨年 7月の RI 理

事会で採択されたロータリーのビジョン「私た

ちロータリアンは、世界で、地域社会で、そし

て自分自身の中で、持続可能な良い変化を生む

ために、人々が手を取り合って行動する世界を

目指しています。」及び、次年度テーマ「Be the 

Inspiration」が紹介されました。

周知のように現在RIが世界規模で最も力をいれ

ている奉仕活動はポリオ撲滅活動です。

現在、撲滅はパキスタン、ナイジェリア、アフ

ガニスタン 3 ヶ国を残すだけにまで成果を収め

るに至っています。

このポリオ撲滅の活動は、1979 年にフィリピン

の地区が始めたことに端を発しています。

正に Inspiration の連鎖反応が人々を、各国政

府、ゲイツ財団をはじめとする諸団体を駆り立

ててきています。

我がロータリークラブもこのポリオ撲滅運動に

参加していることをあらためて認識する必要が

あります。

一方、クラブとして設立 45 年間にわたり、諸先

輩や現会員により様々な奉仕活動を展開して、地

域および海外において周りの人々に様々な感動

  日程：2018 年 10月 23 日（火）

  場所：西宮カントリー倶楽部

  プレー代：￥17,660（予定）

キャディ付・昼食別

  参加費：￥10,000

  ※定員 140 名ですので、定員超過した場合は

抽選になります。

●東京中央ロータリークラブバナー

  ＩＭＲＤにご出席頂きました太田様より頂

きました。

【連絡事項】

●大阪中央ＲＣケニア・ナイロビ『シープケア

学校給食支援』チャリティイベント中止のご

連絡

  4/29（日）シェラトン都ホテル大阪で開催予

定のチャリティトークショーですが、ソフト

バンクホークスのサファテ投手が検査帰国

の為、中止となりました。

●4/27（金）第 5回クラブ協議会のお知らせ

  4/27（金）クラブ協議会がございます。卓話

をなしにしてクラブ協議会を行います。各会

員におかれましてはご多忙中申し訳ござい

ませんが、ご出席頂きますようお願い申し上

げます。

●4/27（金）八尾うぐいすＬＣ 創立 15 周年

記念例会・祝宴

  場所：モントレグラスミアホテル

  ※大松会長出席予定

●4/28（土）～4/30（月・祝）春のＲＹＬＡ

  ※石川会員出席予定



を与えてきたことと思います。

新年度に臨むにあたり、RI のテーマ「Be the 

Inspiration」をあらためて実践していこうと思

います。

3．八尾東 RC の新年度テーマ

「新しく生まれ変わろう―クラブルネッサンス」

A.新年度.組織体制（別途確認下さい）とクラブ

CIの再構築：

新体制の下、各委員会及び委員長へ信託を寄せ

て、PDCA に基づいて運営して参ります。

各委員長におかれましては使命感を十分にもっ

てリーダーシップを発揮いただきたい。

将来の発展へむけて CIの見直し、クラブのルネ

ッサンスを図るべく環境を作ります。

B.クラブ運営

例会場の移転：現在の仮会場問題を喫緊の課題と

して取組みます。

例会の活性化：限られた資金を工夫して、外部卓

話を増やすなど活性化を図ります。

IT 環境の推進―My Rotary の推進、クラブ内コ

ミュニケーション

親    睦：

ロータリーの 2 大目標の認識の下、従来通り、

注力していきます。

秋の旅行、春の観桜など重要イベントに加え、

炉辺会合の実施。

野球部が主催する全国野球大会の成功を支援し

ます。

C.会員組織、職業奉仕、奉仕活動

会員各位が職業奉仕への認識を高め、ロータリ

アンとしての誇りを維持します。

CI 見直しに伴い、広域に会員増強を図り、クラ

ブ基盤の強化を目指します。

奉    仕：ロータリークラブで最も重要で

崇高な「奉仕」に従来通り、注力します。

まず、RI を軸に展開されている、ポリオ撲滅運

動やＲ財団の活動に我々ひとりひとりが参

画していることを改めて認識したいと思い

ます。

次いで、我がクラブ独自の奉仕事業につい

て,総合的なコンセプトとして国内外の社会

的弱者に関心を寄せて参ります。特に、子守

唄にある「眠れ眠れ、母の胸～に…」のよう

な親の愛に幼い頃から巡りあえていない子

供たちに目を向け、クラブの愛を届けたいと

願っています。

社会奉仕として

①身体障害者への支援を継続します。：

アールブリュット・カローリング

②環境保全のための植樹事業を継続実施。

③新規に：

不登校児童への支援を試みます。

市内には現在(H29)、様々な理由で学校

に通えていない子供たちが 28 校ある小

学校で 58名、15 校ある中学校で 156 名

もの不登校児童・生徒がいて、家庭に係

る要因によるものが前者 65％、後者

20％だそうです。

教育の大切さは言うまでもありません。

我々に何ができるか？教育委員会とも

連携して支援策を模索して参ります。

国際奉仕として

①ダウンタウンマニラとのコラボを継続し

て姉妹クラブとの友好に努めます。

②新規に、前述のコンセプトに則り、カンボ

ジア孤児院への支援を試みます。

アンコールワット近郊、シェムリアップ市

にあるスンタンスクール孤児院（元カンボ

ジア代表サッカー選手スンタン校長、生徒

数約 30 名。）が計画中の食糧自給プロジェ

クトを支援していきます。

我が RC の国際的な視野の広がりにもつな

がることと思います。

会員皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


