
★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

＊百済 洋一ガバナー補佐＆

鈴木 慶一ガバナー補佐エレクト クラブ訪問

第 2182 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

谷村 政哉広報・雑誌委員長

⑦ 新旧クラブ協議会

・協議会 14：00～15：30 予定

（＊閉会 点鐘 14：30 に行う）

⑧ 閉会 点鐘

＊6/14（木）

会長・副会長・幹事杯ゴルフコンペ

於：春日台カントリークラブ

8：00 集合 8：34 スタート

上山会員、奥田会員、高岡会員、高橋会員、

辻田会員、中澤会員、堀内会員、柳会員、

増井博俊氏  参加予定

第 2183 回例会 6月 15 日（金）

☆卓話「今年度の親睦活動」

          辻田 摂親睦活動委員長

＊6/15（金）

My Rotary/クラブセントラル/Rotary Showcase

IM 別説明会

  於：ガバナー事務所 15：00～17：00

      高岡幹事、山本事務局 出席予定

＊6/16（土）

八尾市生涯学習センター＜かがやき＞

            フレンドシップ会総会

於：八尾市生涯学習センター

   学習プラザ 4Ｆ 大研修室 10：00～

        石川 義一会員 出席予定

２０１８年６月８日（金）第２１６９号

2018 年 6月 1日（金）

出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2181回 28名 17名 73.9％
出席義務免除

7名（出 2）

第2179回 28名 18名 81.8％
補    填

1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

●今年度も残り 1 ヵ月となりました。最後までよろ

しくお願い致します。     大松 桂右会員

●森下次期Ｒ財団委員長他、委員長の皆様の協議会

報告を聞かせていただきたく。 森田 時男会員

●①森田さん「お顔拝見」できて安心しました。

②大松年度も最後の 1ヶ月ですね！鈴木 洋会員

●地区協議会、次年度の報告よろしくお願い致しま

す。             大橋 秀造会員

●誕生日のお祝いをいただいて、ありがとうござい

ます。            池本 繁喜会員

●皆様こんにちは。本日の協議会報告、宜敷くお願

いします。          森下 慶治会員

●今年度も残り 1 ヵ月です。大松会長、高岡幹事、

宜敷く御願いします。     長尾 穣治会員

●今回合計 7,000円

●累計  741,580円

幹事報告

【配布物】

週報、2018-19 年度活動計画書（案）

【回覧】

●ガバナー月信 6月号

●米子東ＲＣ 50周年記念式典・記念講演・

  祝賀会参加のお礼状

【連絡事項】

●6/8（金）は百済ガバナー補佐、鈴木ガバナ

  ー補佐エレクトを招いての新旧クラブ協議

  会がございます。

  各会員におかれましては、ご出席頂きますよ

  うお願いします。

6 月結婚記念日祝

安田会員

6 月誕生月祝

池本会員

「次年度の為の地区協議会報告③」

国際奉仕部門

次年度国際奉仕委員長代理

      石川 義一会員

1.次年度ＲＩバリー・ラシン会長テーマ：

“インスピレーションになろう”

2.第 2660 地区の 2018～19年度の方針

イ.ポリオ撲滅への協力をお願いします。

ロ.ロータリー賞の受賞を目指して下さい。

ハ.ロータリー財団と米山奨学会への協力をお

  願い します。

ニ.会員基盤を増強して下さい。

ホ.ロータリーのＩＴ化への協力と公共イメー

  ジ向上へのチャレンジをお願いします。

ヘ.戦略計画を活用し、クラブの長中期ビジョ

  ンを算定して下さい。

ト.新ＩＭ内の親睦と情報交換を推進して下さ

  い。

チ.ハンブルグ国際大会、地区大会、地区事業

会長の時間

先日、市内８クラブ合同の交歓会が開催されました。

各クラブからの現況報告や奉仕事業について意見交

換ができ、有意義な会となりました。この合同交歓

会はかなり昔から行われており、このような会は他

にないことであることから、お互いが情報交換など

を積極的に行い、各クラブの事業の参考にとの意見

で一致しました。

また、本日から６月となり、次年度の準備も粛々と

進んでいますが、本年度の残り１カ月、最後までよ

ろしくお願い致します。

6 月誕生月祝

辻田会員



Ｒ財団委員会部門

森下 慶治

次年度Ｒ財団委員長

財団のプログラムは

①ポリオ撲滅活動

②ロータリー平和センター

③補助金プログラム

六重点分野

米山奨学会部門

大橋 秀造

次年度米山奨学委員長

日本に最初のロータリークラブを創立した米山梅

吉（1868～1946）の遺徳を記念して始まった、日本

で学ぶ外国人留学生のための奨学金です。日本全国

のロータリークラブの会員や会員企業の寄付によ

って、公益財団法人ロータリー米山記念奨学会が運

営しています。

これまでに支援した奨学生は 123 カ国 1万 8,104 人

にのぼり、外国人留学生を対象とした民間の奨学金

では国内最大規模です。

この事業の特長は、奨学生一人ひとりに地域のロー

タリークラブが世話クラブとなって、日本での留学

生活における精神的な支えとなっていることです。

ロータリーが求める平和の精神を胸に刻んで巣立

った元米山奨学生は、世界の幅広い分野で活躍中で

  への積極的参加をお願いします。

リ.地区ロータリーデーを企画実施する予定で

  す。協力をお願いします。

ヌ.地区のスリム化、効率化、運営の合理化、

  財務ルールを徹底します。

・国際ロータリー第 2660 地区とは 82 クラブ、

3,690 名の会員の皆様のことです。主役は地区

ではなくクラブのことです。

・ガバナー公式訪問日：八尾東ＲＣは 11月 2日

（金）です。

・第 4組ＩＭＲＤ：2019 年 3月 9日（土）

ホスト：大阪なにわＲＣ 14クラブ

ガバナー補佐：鈴木 慶一氏（大阪南ＲＣ）

・地区大会：

2018 年 12 月 7日（金）ロイヤルホテル

            ＲＩ会長代理晩餐会

2018 年 12 月 8日（土）国際会議場 本大会

・地区研修協議会：2019 年 4月 13 日（土）

・ハンブルグ（ドイツ）国際大会

  2019 年 6 月 1日（土）～5日（水）

・国際奉仕の紹介（事例発表）

1.東大阪中央ＲＣ

  ケニア ナイロビ シープケア学校給食支

  援、バスプロジェクト

2.大阪西南ＲＣ

  海外クラブとの交流と海外行事への参加

1 平和と紛争予防・解決

2 疾病予防と治療

3 水と衛生

4 母子の健康

5 基本的教育と識字率の向上

6 経済と地域社会の発展

次年度財団の目標

Ⅰ ポリオ撲滅

Ⅱ 六重点分野の奉仕活動の持続可能性を高めよ

  う

Ⅲ ＤＤＦを活用しよう

Ⅳ 恒久基金寄付を増やそう・財団は自分たちのも

  の

ロータリーの約束

ポリオの根絶、それは世界中の子ども達へのロータ

リーの約束です。ロータリアンの皆様のご理解と御

協力をお願い致します。



  度へ繰越。

  ニコニコ現時点で 73万。目標額の 80万円は

  達成したい。

  例会時に各会員へニコニコの協力を促す。

②活動報告書の確認

  活動報告書（4月～6月 PDCA リスト）が未提

  出の会員については、担当理事会員より連絡

  をし 6/4（月）までに事務局へ提出。

③2017-18 年度最後の例会及び会員懇親会の

件

  （6/29）

  今年度最終例会（6/29）及び会員懇親会を別

  場所でする。

  候補店舗としては籠乃屋本店もしくはかご

  の屋八尾高安店、例会時間は 13：30～で例

  会後懇親会を開催予定。

  会費は￥3000/人を予定。クラブ負担分は奉

  仕部門予備費より支出。店舗の営業時間帯に

  よっては、場所もしくは例会時間を変更する

  可能性あり。

  場所確保、懇親会について親睦委員が行う。

  場所が決まり次第連絡する。

④6月以降の事務局の契約の件

  事務局については 6月以降も継続して契約。

  バンケットルームについては、ザイマックス

  管理で担当者より中澤会員へ連絡がくると

  の事。使用料、契約期間の詳細内容が分かり

  次第、中澤会員より連絡があり、理事会で決

  議をする。

⑤2018 年度決議審議会上程案承認の件

  決議案の内容が分かりにくいので、具体的な

  詳細内容をガバナー事務所へ確認する。

  6/9（金）に内容を確認してから投票用紙を

  提出。

クラブ研修リーダー部門

大松 桂右

次年度会員研修・情報委員長

次年度の方針として、クラブの規則に則した活動と

なるように努め、新入会員をはじめ、全会員に対し

ての情報提供を行います。また、情報提供の場とし

ては、炉辺会合（情報集会）や委員会報告、例会前

後の時間等を活用する、です。

ロータリーの仕組みや内容をより理解するには、や

はり各会員が積極的に活動に取り組むことで、理解

度が深まると考えます。他人からの情報提供を待つ

のではなく、自らが考え、疑問やわからない事があ

ればその都度確認をすることが基本ではないかと思

います。それには会員相互の人間関係を築いていく

ことが必要です。

次年度は、親睦委員会からの方針でも示されていま

すが、情報提供だけではなく、親睦を深めるための

炉辺会合といったような場づくりにも取り組んでい

きたいと思います。

す。

皆様のご寄付だけで成り立っています。継続的な支

援をお願いします。

6 月度定例（新旧）理事会報告

本年度幹事：高岡 正和

●日 時：2018 年 6月 1日(金)

例会後 14：45～15：50

●場 所：かがやき ミーティングルーム

●出席者：新旧理事役員 9名

本年度分案件：

①会計報告（5月分）

  順調に推移している。

  一般会計より周年記念準備口座へ 500 万円

  移行。一般会計残金約 300 万については、次年



⑥事務局冷房の件

  事務局が室外機設置不可のため、室外機なし

  のスポットクーラーを購入予定。

  予算は 4～5万円。管理部門予備費より支出。

以上

8. その他

  → 接待交際費補助案を審議（現状の補助

     より緩和）

→ 四和会・IM新旧会長幹事会（80％

   補助決定、現状 50％）

→ 八尾市内 8クラブ交歓会（100％補

   助決定、現状 50％）

→ ダウンタウンマニラ訪問について

   は、再協議に決定

以上
次年度幹事：堀内 伸也

●次年度案件

1. 活動計画書の確認

  → 現状で OK

2. 出席義務免除届について

  → 現状の 7名で OK、次年度の出席免除届を

    提出して頂く。

  → 奥田・森田・木村・池本・山田・坂原・

    松本

3. 恒例の各種団体への寄付等について

  → 現状で OK（市民憲章推進協議会会費）

4. 次年度奉仕・親睦活動について

  → 次年度奉仕について、地区補助金の案件

    を委員会で共有した

5. 次年度副幹事の件

  → 辻田会員で決定

6. 旧役員慰労会について

  → 候補日として、7/27（金）の炉辺会合と

    合同で行う計画をする

7. 次年度初例会の件

  → 通常通り行う（乾杯あり、アルコール等

    の準備が必要になる）堀内担当



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB


