
★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 2183 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢奉仕の理想」

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 卓話 「今年度の親睦活動」

        辻田 摂親睦活動委員長

⑦ 閉会 点鐘

＊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

ニコニコ箱

●百済ガバナー補佐、鈴木ガバナー補佐エレクトに

おかれましては、ご訪問頂き、ありがとうござい

ます。本日の新旧クラブ協議会、よろしくお願い

致します。          大松 桂右会員

●百済様、鈴木様、ご来訪ありがとうございます。

よろしくご指導をお願い致します。

               奥田 長二会員

２０１８年６月１５日（金）第２１７０号

2018 年 6月 8日（金）

出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2182回 28名 18名 78.3％
出席義務免除

7名（出 2）

第2180回 28名 20名 83.3％
補    填

5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！

第 2184 回例会 6月 22 日（金）

☆卓話「ブロックチェーン」山田 哲男会員

＊6/22（金）ＩＭ第 4組 新旧合同会長・幹事会

  於：シェラトン都ホテル大阪 3階 春日の間

受付 18：00～ 開始 18：30～

大松会長・高岡幹事・堀内次年度幹事

石川ＩＭＲＤ実行委員長     出席予定



●百済さん、鈴木さん、ご苦労さまです。よろしく

お願いします。         鈴木 洋会員

●2017-18/2018-19 年度の協議会にて我々の活動を

しっかりと確認していきましょう。

                品川 芳洋会員

●百済ガバナー補佐、鈴木ガバナー補佐エレクト、

新旧クラブ協議会での御指導よろしくお願いしま

す。             池本 繁喜会員

●本日、クラブ協議会よろしくお願い致します。

                大橋 秀造会員

●今日は、新旧クラブ協議会です。百済ガバナー補

佐、鈴木ガバナー補佐エレクト、ご訪問有難うご

ざいます。よろしくお願いします。

                石川 義一会員

●百済洋一ガバナー補佐、鈴木慶一ガバナー補佐エ

レクトをお迎えして、宜敷くお願い致します。

                森下 慶治会員

●百済ガバナー補佐、鈴木ガバナー補佐エレクト、

ご訪問ありがとうございます。 長尾 穣治会員

●今回合計 7,000円

●累計  748,580円

会長の時間

本日は、百済ガバナー補佐ならびに鈴木ガバナー補

佐エレクトにおかれましては、大変お忙しい中、ク

ラブ訪問を頂き、誠にありがとうございます。

そのような中、新旧クラブ協議会を開催致しますが、

実りある協議会となるように会員の皆様にはよろし

くお願い致します。本年度の主な事業等はすでに終

えることができました。

次年度におきましても、活発で充実した年度となる

ようにと、引き続きご協力の程、よろしくお願い申

し上げます。

幹事報告

【配布物】

週報、ロータリー友 6月号、カローリング大会

クラブ内会計報告書、2017-18 年度活動報告書

（案）、2018-19 年度活動計画書（案）

【回覧】

●2017 年秋の RYLA セミナー報告書冊子

●6/29（金）今年度最終移動例会及び会員懇親

  会出欠表

  

【連絡事項】

●6/29（金）今年度最終移動例会及び会員懇親

  会について

  場所：かごの屋八尾高安店

  ※近鉄大阪線「高安駅」より東へ徒歩 7分

  時間：12：00～15：00

  （例会：12：00～13：00、

          懇親会：13：00～15：00）

  会費：￥2,000

●ニコニコご協力のお願い

  ニコニコ目標額 80万円に対して 6/1（金）

  時点で 74万円です。

  目標額まで残り 6万円、例会も残り 3回です

  ので皆様ご協力よろしくお願いします。

新旧クラブ協議会報告

幹事 高岡 正和

本年度分

●日 時

  ：2018 年 6 月 8日（金）14：00～14：40

   於 かがやき地下 1階

ミーティングルーム

●委員長欠席：

・会員研修・情報（会員選考）

        桑田会員 →代理 中澤会員



◎会計報告  鈴木会員

⇒奉仕・管理部門の一部でマイナスはあるが、

全体では予算内で納まっている。

今期の残金約 800 万円のうち 500 万円を周年

記念準備金口座へ移行済、300 万円は次年度へ

繰越。

ニコニコ現時点で約 74万円、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。

【各委員会報告】

＜クラブ運営委員会＞⇒計画書通り

・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

＜会員組織委員会＞⇒計画書通り

・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

＜職業奉仕委員会＞⇒計画書通り

＜奉仕活動委員会＞⇒計画書通り

・社会奉仕⇒計画書通り

・環境保全⇒計画書通り

・青少年奉仕⇒計画書通り

・国際奉仕⇒計画書通り

・Ｒ財団⇒計画書通り

・米山奨学⇒計画書通り

＜会場監督・ＳＡＡ＞⇒計画書通り

＜ＩＭ実行準備委員会＞⇒計画書通り

☆百済ガバナー補佐総合講評

  ＩＭ４組ＩＭＲＤ、本当にご苦労様でした。

  ありがとうございました。

  フレッシュロータリアン研修・交流会も次年度  

  以降も継続していきますので、ＲＣ入会 5年未

  満の会員の方については、是非ともご参加をお

・広報・雑誌  谷村会員 →代理 中澤会員

・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

●司会進行 高岡幹事

◎開会の辞  大松会長

◎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。

7月に 1名、10 月に 1名入会で 28名。

  ・会員平均年齢：61.0 歳

  ・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 93.43％、

   3 月度 77.04％、4月は 81.02％。

  ・西武百貨店八尾店の閉店に伴い、今年度

   より例会場が『かがやき』に変更。

  【本年度の奉仕活動】

   ①地区補助金を活用してのカローリング

    大会を 5月 19（土）に開催。

   ②高校生が中心となって行っている学習

    支援の事業に 5万円、子どもの居場所づ

    くりの事業に対して5万円の協力金を援

    助。

  【親睦行事】

   ①2017 年 11 月 17 日～18 日で岡山県津山

    市への親睦旅行を開催。

   ②2017 年 10 月 12 日（木）に八尾東ＲＣが

    ホストクラブとなり、日航ホテル大阪に

    て四和会を開催。

   ③2018 年 2 月 23日（金）にスイスホテル

    南海大阪にて創立 45周年記念例会を開

    催。

   ・2018 年 4 月 14日（土）に八尾東ＲＣが

    ホストクラブでシェラトン都ホテル大

   阪にてＩＭＲＤ、その後打上げ・懇親会

    を開催。



＜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（会員先行）⇒ 計画書通り

・広報・雑誌 ⇒ 計画書通り

★質疑応答なし

＜職業奉仕委員会＞⇒計画書通り

★質疑応答なし

＜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

・青少年奉仕 ⇒ 計画書通り

・国際奉仕 ⇒ 計画書通り

・Ｒ財団 ⇒ 計画書通り

・米山奨学 ⇒ 計画書通り

★質疑応答なし

＜会場監督・ＳＡＡ＞⇒計画書通り

★質疑応答なし

＜総合質疑応答＞

・予定表にある卓話者のスケジュールを確定し

てはどうか？

→ 現時点で、確定とさせて頂く（変更につ

  いては、堀内まで連絡いただく、谷村委

  員長欠席の為）

【鈴木ガバナー補佐エレクトからの講評】

  ・IM登録費、現在 1名\7,000 から減額方向

   の予定（\5,000 程度）決定次第連絡する  

  ・各委員、活動計画をもとに活発に活動する

   ように頑張って頂きたい。

  ・米山梅吉記念会館訪問した際のお話。米山

   奨学の歴史を学ぶため来館してほしい。

◎閉会の辞    会長エレクト 長尾会員  

  ⇒ 新組織の各委員の皆様、全会員で次年度

    も邁進いたしましょう

以上

  願いしたい。

◎閉会の辞  大橋副会長

以上

新旧クラブ協議会（次年度第 2 回）報告

次年度幹事 堀内 伸也

次年度分

●日 時

  ：2018 年 6月 8日（金）14：50～15：25

   於 かがやき地下 1階 ミーティングルーム

●委員長欠席：

・クラブ運営委員会

          桑田会員 →代理 高岡会員  

・プログラム・会報

          谷村会員 →代理 高岡会員

・奉仕活動委員会 辻盛会員 →代理 堀内会員

・SAA（会場監督） 桑田会員 →代理 堀内会員

●司会進行 堀内次年度幹事

◎開会の辞  品川会長エレクト

◎クラブ現況 堀内次年度幹事

  ⇒ 現時点で、会員数 28名

◎会計予算  石川会員

  ⇒ 会員数 28 名で予算案を作成

  ⇒ 『会費等の内訳』IM登録費は\7,000 で進行

    する（地区から減額の予定あり現時点で未

     定のため）

【各委員会報告】

＜クラブ運営委員会＞

・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

  ⇒ 卓話予定者については年間行事予定表

    に赤字で記載、都合悪い方は変更

  ★質疑応答なし


