２０１８年５月１１日（金）第２１６５号
2017‐18 年度

RI テーマ

変革の時代、創造のとき。
新たな一歩で感動を！

Rotary International
国際ロータリー会長

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー

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

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

●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

＊5/12（土）
2017-18 年度クラブ職業奉仕新旧委員長会議

第 2178 回例会

於：大阪府社会福祉会館

① 開会 点鐘

登録

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

9：30～

401

会議 10：00～12：00

長尾次年度職業奉仕委員長

出席予定

③ ビジターの紹介
④ 皆出席祝 4 年 中澤 剛会員
⑤ 会員及び会員夫人誕生月祝
高岡会員、辻盛会員、松本会員、安田夫人

第 2179 回例会

5 月 18 日（金）

☆卓話なし
◎次年度第 1 回クラブ協議会（14：00～）

山本事務局員
⑥ 会務報告

＊5/19（土）社会奉仕事業

｢会長の時間｣「幹事報告」

｢カローリング大会｣

於：八尾市立総合体育館「ウイング」
メインアリーナ

⑦ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

集合時間

10：00 開場
開会

12：00

13：00 閉会

17：00 頃予定

⑧ ｢ロータリーの友｣紹介
高橋 広一広報・雑誌委員長代理
⑨ 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

＊5/19（土）～20（日）米子東ＲＣ

創立 50 周年

・19 日（土）記念コンペ・前夜祭
・20 日（日）記念式典・講演・祝賀会
高橋会員

伸也次年度幹事

出席予定

桑田タア子次年度クラブ運営委員長
⑩ 閉会

点鐘

◎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

2018 年 4 月 27 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2177 回

28 名

15 名

68.2％

第 2175 回

28 名

19 名

79.2％

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
0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

●東大阪西ＲＣ新クラブ事務所のご案内

●本日のクラブ協議会よろしくお願い致します。
大松 桂右会員
●本日、クラブ協議会よろしくお願い致します。

●青少年交換プログラム 2019-20 年度派遣学
生募集要項のご案内

大橋 秀造会員
【連絡事項】
●今回合計

2,000 円

●5/4（金）の例会は、法定休日による休会に
なります。

●累

計

724,580 円
●5/11（金）例会前の 12：30 より『かがやき』

会長の時間

1Ｆロビーで第 4 回次年度理事役員会合、例
会後に例会場で 5 月度定例理事会を開催致

本日、やおミュージックフェスティバル２０１８の
PR に八尾市人権文化ふれあい部の職員さんが来訪頂

します。理事役員の会員様はご出席をお願い
致します。

いておりますので、会長の時間を活用して、PR を行
って頂きます。（八尾市職員より PR)
また、本日はクラブ協議会となっておりますので、
限られた時間ではございますが、議論を深めて頂き
ますようお願い致します。
なお、カローリング大会の参加申込についても、今
月末までとなっており、まだまだ空きがございます

●次年度活動計画書案（ＰＤＣＡリスト）提出
のお願い
5/18（金）に次年度第①回クラブ協議会を開
催致します。
5/11（金）までに計画内容を決めて頂き事務
局まで提出をお願いします。

ので知人友人等への参加を募って頂きますようお願

第 5 回クラブ協議会報告

い致します。

幹事

高岡

正和

幹事報告
●日時 ：2018 年 4 月 27 日（金）
【配布物】
週報、5 月の予定表、2017-18 年度活動計画書・

14：00～14：45
於：生涯学習センター『かがやき』

報告書
ロータリー青少年プログラム 2018-19 年度『派遣
学生』『ホストファミリー』募集要項・申込書

●委員長欠席：
・会員組織委員会
中澤会員 →代理

やおミュージックフェスティバル 2018 やおフェス
資料

・会員増強（職業分類）
上田会員 →代理

【回覧】
●八尾東ＲＣ45 周年記念事業カローリング大会出
欠表

高岡会員

長尾会員

・広報・雑誌

谷村会員

→代理 高橋会員

・奉仕活動

山田会員

→代理 鈴木会員

・青少年奉仕

松本会員

→代理 大橋会員

・国際奉仕

辻盛会員

→代理 鈴木会員

・米山奨学会

柳 会員

→代理

鈴木会員

【各委員会報告】
＜クラブ運営委員会＞

●司会進行

高岡幹事

◎開会の辞

大松会長

・例会運営⇒計画書通り
・親睦活動⇒計画書通り
・プログラム・会報⇒計画書通り

◎クラブ現況 高岡幹事
・会員数：28 名。7 月 1 日は 26 名でスター
ト。上半期に 2 名入会。
・出席率：本年度上半期出席率は 79.21％。
下半期は 1 月度 89.98％、2 月度

＜会員組織委員会＞
・会員増強（職業分類）⇒計画書通り
・会員研修・情報（会員選考）⇒計画書通り

・広報・雑誌⇒計画書通り

93.43％、3 月度 77.04％。
＜職業奉仕委員会＞
【下半期の奉仕活動】

⇒計画書通り

①カローリング大会の開催。5 月 19 日（土）
開催予定。
②今年度も『アールブリュット展覧会』を
支援予定。具体的金額は未定。

＜奉仕活動委員会＞
・社会奉仕⇒計画書通り
・環境保全⇒計画書通り。5/11（金）に植樹点検
をする予定。
・青少年奉仕⇒計画書通り

【親睦行事】
・2 月 23 日（金）にスイスホテル南海大阪

・国際奉仕⇒計画書訂正
計画通りに遂行している。ダウンタウンマニ

にて創立 45 周年記念例会を開催致しま

ラＲＣとの共同事業については、支援金とし

した。

て 20 万円を贈呈。

・4 月 14 日（土）に八尾東ＲＣがホストク
ラブとしてシェラトン都ホテル大阪に

・Ｒ財団⇒計画書通り
・米山奨学⇒計画書通り

てＩＭＲＤ、その後打上げ・懇親会を開
催致しました。

＜会場監督・ＳＡＡ＞
⇒計画書通り

◎会計予算

鈴木会員

⇒予算約 1600 万円（前期繰越金・年会費・親
睦会費・ニコニコ等）でスタート。

＜ＩＭ実行準備委員会＞
⇒計画書通り

奉仕部門支出は順調に推移、管理部門支出
は一部でマイナスあり。
今期の残金をいくらか周年記念準備金へま
わす。
ニコニコ現時点で約 72 万円、目標額の 80
万円を達成したいのでご協力をお願いしま
す。

【質疑応答】
●ＩＭＲＤについて
活動計画・報告書に概算でいいので予算、支出
の参考金額を掲載した方がいい。

●カローリング大会について
参加チーム現時点で 23 チーム、目標参加チーム
数に対して 17 チーム不足。1 チーム 3 名必要。
不足チーム数については、5/11（金）までに各
会員から会社内、知り合いなどに声掛けをし、
参加を促してほしい。

【カローリング大会担当割】
司会進行・・・・中澤会員もしくは上山会員
開会の挨拶・・・大松会長
閉会の挨拶・・・大橋副会長
会場設営・・・・大橋副会長
写真撮影・・・・堀内会員
週報用・ロータリー友誌寄稿文面作成
・・・高岡幹事・堀内会員
カローリング大会使用備品等の運搬
・・・高岡幹事

◎閉会の辞

大橋副会長

鈴木会員

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

