
★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 2179 回例会

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

｢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 ｢ロータリーの友｣紹介

     堀内 伸也広報・雑誌委員長代理

⑦ 次年度第 1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）

⑧ 閉会 点鐘

＊5/19（土）社会奉仕事業 ｢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

集合時間 10：00 開場 12：00

開会 13：00 閉会 17：00頃予定

＊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 出席予定

第 2180 回例会 5月 25 日（金）

☆卓話「次年度の為の地区協議会報告②」

中澤 剛次年度社会奉仕委員長

高橋 広一次年度青少年奉仕委員長

＊5/25（金）八尾市内 8クラブ交歓会

           （ホスト：八尾中央ＬＣ）

於：料亭 山徳  会 議： 18：00～18：50

         懇親会： 19：00～21：00

  大松会長・高岡幹事

  品川会長エレクト・堀内次年度幹事 出席予定

２０１８年５月１８日（金）第２１６６号

2018 年 5月 11日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2178回 28名 16名 72.7％
出席義務免除

7名（出 1）

第2176回 28名 20名 83.3％
補    填

3名

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！

ニコニコ箱

●堀内会員、桑田会員、本日の卓話、よろしくお願

いします。          大松 桂右会員

●今回合計      0円

●累  計  724,580 円



幹事報告

【配布物】

週報、2018-19 年度活動計画（案）、5/19（土）カ

ローリング大会のタイムスケジュール及び担当表

【回覧】

●ガバナー月信 5月号

●春のＲＹＬＡお礼文（八尾ＲＣより）

●国際ロータリー第 2660 地区 Team RYLA 研修・

  交流会関連のご案内

●2017-18 年度 青少年交換来日学生日本語スピ

  ーチ発表会及び来日学生・派遣学生歓送会のご

  案内

●2019 年規定審議会に当地区より提出する立法案

  変更の件

会長の時間

会長の時間を活用して、次週に開催するカローリン

グの当日のスケジュールを説明させて頂きます。

現時点で２６チーム（７８名）の参加があります。

１０時に集合し、設営等を行い、昼食。１２時より

受付となり、１３時から開会式、ルール説明の後、

競技開始となります。

レーンは８レーンで、各レーンに会員１名（スポー

ツ推進委員２名）を配置し、推進委員さんの指示に

従う。

競技終了後、閉会式と表彰式を行い、後片付けをし

て解散となります。

最後までご協力の程、よろしくお願い致します。

4 月皆出席祝

中澤会員

5 月誕生月祝

高岡会員

「次年度の為の地区協議会報告①」

会長・幹事部門

  堀内 伸也次年度幹事

①2018-19 地区予算案決議

②2018-19ＲＩ及び地区方針

（山本博史Ｇエレクトより）

③2017-19 決議案と規定審議会案

（立野純三 2017-19 審議会代表委員より）

④ロータリー情報と公共イメージ向上

⑤危機管理 （地区危機管理委員会より）

以上、部門別であがりました内容になります。

詳細については、小冊子をご確認ください。

（例会時に回覧予定）

●ダウンタウンマニラＲＣからの共同奉仕事

  業についてのお礼状と冊子

●八尾東ＲＣ45周年記念事業カローリング大

  会出欠表

【連絡事項】

●5/18（金）に次年度第 1回クラブ協議会を開

  催します。活動計画書（ＰＤＣＡ）について

  は、5/15（火）までに事務局まで提出をお願

  いします。

●ロータリー友誌 5月号の紹介は、5/18（金）

  に変更します。

●かがやき 1Ｆカフェの閉店に伴い、昼食の発

注を月曜日にしまなければなりませので、例

会出欠の有無を月曜日の午前中までにお願

いします。

クラブ運営委員会部門

桑田 タア子

次年度クラブ運営委員長



幹とし、世界及び地域社会で良い変化を生み出しま

す。

●それぞれが「魅力ある・元気ある・個性ある」ク

ラブになる事を目指します。

地区中期５ヶ年目標

1．クラブのサポートと強化

クラブが将来のビジョンを持つように推奨します。

クラブ会員基盤を強化します。地区会員 4,000 名（純

増 82 名×5ケ年）を目指します。年齢・男女構成等

の中期計画をもとに会員維持、会員増強、クラブ拡

大を支援します。

2．人道的奉仕の重点化と増加

ニーズを把握し、持続可能な奉仕の強化 財団補助

金の利用実績 50 件を目指します。ロータリー財団

及び米山記念奨学会への寄付を推進し、寄付ゼロク

ラブが無くなる事を目指します。

3．公共イメージと認知度の向上

ロータリーの奉仕活動によって感動と誇りを得、そ

の魅力を周りの人々に伝えます。

地域社会でロータリー活動を実施し公共イメージ

向上を推進します。IT化の推進をはかりマイロータ

リーの登録率 60％、クラブセントラルの活用率 75％

を目指します。

部門別協議会

クラブ奉仕に関するアンケート結果について

ロータリーの三大義務 例会出席・会費納入・「友

誌」の購読です。

例会運営

1. 例会の内容とタイムスケジュール、2. 移動例

会、3. 卓話について、4. 卓話銀行について、5. 例

会時の表彰、お祝について、6. 例会時の食事につ

いて、7. 例会の工夫

SAA

会場監督クラブ役員です。例会の秩序を乱す行為に

2018～19 年度国際ロータリー、バリー・ラシン会

長のテーマは「インスピレーションになろう」で

す。

113 年前の創設以来ロータリーの役割は世界にお

いて、また会員の人生において絶えず進化してき

ました。ロータリーはその初期、会員が親睦と友

情を見つけ、地域社会で人々とのつながりを築く

方法を提供してきました。

ロータリーは今もそしてこれからもずっと、ポー

ル・ハリスが思い描いた団体であり続けます。こ

の地球上のあらゆる国の人たちが手を取り合い

自分を超えた素晴らしいことを生み出せる場所

です。私たちは地域社会で行動するカが世界的な

影響を生み出しカを合わせればたいていのこと

を実現できる能力とリソースを兼ね備えていま

す。

全世界でロータリーはかつてないほど重要な存

在となっており、より良い世界を築くその潜在能

力は莫大です。

一番大切なのは前向きな変化を生み出し、わたし

たちが今日直面する課題に勇気と希望、そして創

造性をもって正面から立ち向かう意欲を、クラ

ブ・地域社会・そして組織全体から引き出すため

の「インスピレーション」となる必要があるので

す。

ポール・ハリスが述べたように「ロータリーは世

界平和の縮図であり国々が従うべきモデル」で

す。私たちにとって、ロータリーは可能性を指し

示しそこに到達する意欲を引き出し、行動を通じ

て世界の「インスピレーションになる」ための道

を拓いてくれるのです。

テーマより抜粋

国際ロータリー第 2660 地区ビジョン

●国際ロータリー第 2660 地区はＲＩテーマを理

解し、地域の特性にあった活動をすることにより

具現化します。

●ロータリーの原点である親睦と職業奉仕を根



職業奉仕委員会部門

長尾 穣治次年度職業奉仕委員長

2018－19 年度 ＲＩ会長バリー・ラシン氏のテーマ

は「インスピレーションになろう」です。これはど

のように理解したらよいのでしょうか？インスピレ

ーションの動詞のインスパイアの意味は、ラテン語

に由来し、（思想や生命などを）吹き込んだり、感化、

啓発、鼓舞また奮い立たせたり、ひらめきや刺激を

与えたりすることです。各々がロータリー活動と結

びつけて解釈して理解して頂ければよいと思いま

す。このテーマをもとに我々ローリアンは行動する

ことが必要です。

ご存知のようにロータリーの目的は

第一 知り合いを広めることによって奉仕の機会と

すること

第二 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つものと

認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各

自の職業を高潔なものにすること

第三 ロータリアン一人一人が、個人として、また

事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を

実践すること

第四 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネッ

トワークを通じて、国際理解、親善平和を推進する

こと

とあります。ここで注目すべきことは「職業上の高

い倫理基準を保ち」と「職業を高潔なものにするこ

と」また「奉仕の理念で結ばれた職業人が」と職業

という言葉が強調されています。また「職業奉仕」

はロータリー独特の言葉です。このことはロータリ

ークラブが他の奉仕団体と大きく違うところで

す。

地区職業奉仕委員会も、2660 地区の山本ガバナ

ーが掲げられた地区方針に沿って活動を行って

参ります。地区職業奉仕委員会は地区のクラブを

支援し、各クラブの活性化、活気溢れるクラブ創

り、魅力ある楽しいクラブヘの一助になればと考

えております。

活動計画

1．2018－19年度のための地区研修・協議会の実

施（平成 30年 4月 7日）

2．次年度の活動方針等を説明し、各クラブの職

業奉仕委員長へ協力をお願いする。

クラブ職業委員長会議の実施（平成 30年 8月 25

日予定）

昨年まで合同勉強会というタイトルで実施して

いましたが、次年度よりクラブ職業委員長会議と

して職業奉仕を良く知る目的で、地区委員との合

同勉強会を行います。

3．クラブ支援の実雄

地区職業奉仕委員会の担当者が窓口になり、各ク

ラブからのご要望に対し支援を実施します。

4．職業奉仕卓話バンク

各クラブからの職業奉仕卓話の依頼に対応すべ

く、職業奉仕の卓話バンクを作ります。

5．アンケートの実施

各クラブの事業計画、活動報告、地区への要望事

項等のアンケートを実施し回答をお願いすると

ともに、その結果を各クラブに公開する。

6．地区委員会提供資料「職業奉仕入門 Q＆A」の

更新

適宜、皆様からのご意見や地区委員会内での議論

により、資料内容の見直しを行い、よりわかりや

すいものにしたいと考えています。

7．地区委員会の実施

原則毎月 1回開催し、クラブ支援その他の事案に

ついて議論を行います。

対して警告します。

クラブ会員の信頼と親睦を深め、活発な奉仕活動を

通じて、より「魅力あるクラブ」を目指します。

会員増強を図り盤石なクラブ運営を図ってゆきまし

ょう。



④6/15（金）My Rotary/クラブセントラル/Rotary 

Showcase IM 別説明会への出席者の件

幹事と山本事務局員が参加予定。

説明会の時間帯が午後 3：00～5：00の為、幹事

と山本事務局員は当日の例会は欠席予定。

当日の幹事報告については、堀内次年度幹事が

行う。

⑤事務局夏季空調の件

室外機のクーラーは設置不可。室外機なしの冷

房機器（冷風機）を購入予定。

冷風機で対応できない場合は対策を考える。

以上

5 月度定例理事会報告

幹事：高岡 正和

●日 時：2018 年 5月 11 日(金)

例会後 14：45～15：30

●場 所：かがやき ミーティングルーム

●出席者：理事役員 5名・オブザーバー1名

案件：

（案件）

①会計報告 4月分

順調に推移している。

今年度は 800 万円程度残金見込みで、そのう

ち 500 万円を周年記念準備口座へ入金（理事

会承認済）、300 万円を次年度一般会計へ繰り

越し予定。

残金 500 万円の周年記念準備口座入金につい

ては会員へ告知。

②カローリング大会の件

参加チーム数は 26チーム。自クラブ参加会員

14名。

自クラブ会員とスポーツ推進委員会で大会の

運営を行う。

8レーンを使用してのトーナメント方式。

参加会員については大会当日上履きを持参、

クラブ赤ジャンパーを着用。

③例会の食事の件

今まで昼食を準備して頂いた『かがやき』1Ｆ

のカフェが 4/末で閉店。今後の昼食について

は外部弁当屋へ発注（￥800/人以内）。

お茶については事務局が用意、幹事が事務局

まで取りに行く。

弁当のゴミについては、『かがやき』で廃棄で

きないので自クラブで回収し廃棄する。



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB


