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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！

Rotary International
国際ロータリー会長

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー
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八尾東ロータリークラブ
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四
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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

第 2181 回例会

第 2180 回例会

●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

6 月 1 日（金）

① 開会 点鐘

☆6 月誕生月祝

池本会員、辻田会員、柳夫人

② ソング ｢奉仕の理想」

☆6 月結婚記念日祝 坂原会員、安田会員
☆卓話「次年度の為の地区協議会報告③」

③ ビジターの紹介

安田

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」

憲司次年度国際奉仕委員長代理
石川

義一会員

森下

慶治次年度 R 財団委員長

大橋

秀造次年度米山奨学委員長

大松

桂右次年度地区研修・情報委員長

⑥ 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
⑦ 閉会

★例会後：6 月度定例（新旧合同）理事会

広一次年度青少年奉仕委員長
＊6/2（土）

点鐘

第 2660 地区 2018-19 年度のための
会員増強セミナー

＊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

於：大阪ＹＭＣＡ 2Ｆ
登録受付

13：30～

大ホール

会議

上田次年度会員増強委員長

14：00～17：00
出席予定

懇親会： 19：00～21：00
大松会長・高岡幹事
堀内次年度幹事

出席予定

2018 年 5 月 18 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2179 回

28 名

17 名

77.3％

第 2177 回

28 名

18 名

78.3％

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
3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

【回覧】

ニコニコ箱
●本日のクラブ協議会、明日のカローリング大会、
よろしくお願い致します。

大松 桂右会員

●5 月 19 日カローリング大会、よろしくお願いしま
す。

●広報・公共イメージ向上委員会 NEWSLETTER

大橋 秀造会員

【連絡事項】
●明日（5/19）はカローリング大会です。参加
会員については、午前 10 時に八尾市立総合

●暑くなりました。
カローリング大会成功させましょう！
鈴木 洋会員
●新年度に向けての協議会、積極的な参画をお願い
致します。

品川 芳洋会員

体育館『ウィング』に集合をお願いします。
上履きの用意、自クラブの赤ジャンパーを着
用しますのでお忘れのないようお願いしま
す。
●今年度の一般会計の収支で最終残金が 800

●例会欠席お詫び。
家内が 1 ヶ月ぶりに河内長野の病院より八尾医真

万円になる予定。残金 800 万円のうち 500

会病院リハビリセンターに帰ってきました。ご心

万円を周年記念準備口座へ積立、300 万円を

配をお掛けしました。

次年度に繰越します。

森下 慶治会員

●5/25（金）八尾市内 8 クラブ交歓会（ホスト：
八尾中央ＬＣ）が山徳にて 18：00～21：00
●今回合計

4,000 円

で開催されます。
大松会長、高岡幹事、品川会長エレクト、堀

●累計

728,580 円

内次年度幹事が参加予定。

次年度第 1 回クラブ協議会報告

会長の時間
本日は次年度の第 1 回クラブ協議会となっておりま

次年度幹事

堀内

伸也

●日時 ：2018 年 5 月 18 日（金）

す。次年度の方針を決定していく大事な協議会なの

14：00～15：00

で、最後までよろしくお願い致します。

於：生涯学習センター『かがやき』

また、明日はカローリング大会の開催日となってお
りますので、本日配布したスケジュール表に基づき、 ●委員長欠席：
会長の時間を活用して、説明をします。

・プログラム・会報

（詳細説明）

谷村会員 →代理

幹事報告
【配布物】
週報、ロータリーの友誌 5 月号、2018-19 年度活動
計画書（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

堀内会員

・奉仕活動

辻盛会員

→代理 堀内会員

・青少年奉仕

高橋会員

→代理 中澤会員

（クラブ現況

5/18）

・会員数：28 名
（新入会員 2 名

浅井会員、陣田会員）

・会員平均年齢：61.0 歳
・本年度下半期出席率：
1 月/89.98％・2 月/93.43％・3 月/77.04％・

4 月 81.02％

始当初はジェットローラの投球の力加減に戸惑い

・本年度行事：

ながらも、イニング数または試合数を重ねるごとに

4/14（土）IM 第 4 組

IMRD 開催。ホストク

投球する力加減も分かり、ポイントゾーン内に止め

ラブとして

る方やポイントゾーン内の相手のジェットローラ

5/19（土）45 周年記念事業としてカローリン

を狙って弾き出す方も増えてきました。

グ大会実施

得点が僅差で白熱した試合の中で、掛け声を出すチ
ームや、また各チーム試合後には笑顔で讃えあって

今回は本日を迎えるにあたり、各委員会別で昨年

いました。試合を通して感動、懇親を深められ大い

の活動計画書（PDCA）をもとにディスカッション

に盛り上がった大会になりました。

を事前に行っていただきました。

この大会を次年度以降も継続し、我がクラブからも

（予算・活動内容など）

チームを結成して試合に参加できればと思います。
この大会に参加頂いた会員の皆様、本当にありがと

質疑応答での下記内容については、随時協議し進
行していたします。
① 姉妹クラブのダウンタウンマニラ RC 創立 40
周年式典の出席者等について（2019/2 頃）
② 例会時のバッチ着用や出席時間について（ク
ラブ運営委員会より）
③ 奉仕活動委員会（国際奉仕委員会）次年度計
画中 DG の詳細決定と委員会内での整合性
④ 品川会長エレクト方針のなかで、『クラブ CI
の構築』CI＝コーポレートアイディンティテ
ィの略
以上

45 周年記念事業カローリング大会のご報告
幹事 高岡

正和

5 月 19 日（土）に八尾市立総合体育館『ウィン
グ』にて 45 周年記念事業のカローリング大会を
開催致しました。
参加チームは障害者、健常者の 25 チーム、総勢
75 名（1 チーム 3 名）を 8 グループに分け 8 レ
ーンを使用しての予選リーグ戦を行い、各グル
ープの１位で決勝トーナメントを行いました。
結果は優勝：きずな三人衆、準優勝：楽生会 A、
3 位：大阪維新の会 B でした。
カローリングの競技自体初めての方が多く、開

うございました。

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

