２０１８年６月２２日（金）第２１７１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！
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

Rotary International
国際ロータリー会長

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー

●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

2018 年 6 月 15 日（金）
出席報告

第 2184 回例会
① 開会 点鐘
② ソング ｢我等の生業」

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2183 回

28 名

14 名

63.6％

第 2181 回

28 名

19 名

79.2％

③ ビジターの紹介
④ 会務報告

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
2名

｢会長の時間｣「幹事報告」
ニコニコ箱

⑤ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑥ 卓話 ｢ブロックチェーン｣ 山田 哲男会員
⑦ 閉会

●友田様、本日のご訪問ありがとうございます。
辻田会員、本日の卓話よろしくお願い致します。
大松 桂右会員

点鐘
●先週欠席のおわび!!

＊6/22（金）ＩＭ第 4 組

新旧合同会長・幹事会

●八尾ＲＣ 友田様、ご訪問ありがとうございます。
石川 義一会員

於：シェラトン都ホテル大阪
3階
受付 18：00～

春日の間

●・昨日の会長、副会長、幹事杯コンペお世話にな
りました。年齢も考えずにレギュラーティーを

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

桑田 タア子会員

出席予定

使用。その上、パット全然決まらず 3～4 パット
の連続。おかげ様で BB（ベスト、ベスト？）賞
を頂きました。
・辻田さん、卓話ご苦労様です。奥田 長二会員

第 2185 回移動例会

●辻田さん、卓話よろしくお願いします。

6 月 29 日（金）

大橋 秀造会員

2017～18 年度最終例会及び会員懇親会
於：かごの屋
☆卓話

高安店

12：00～15：00

●友田さん、メイキャップにようこそ！
鈴木 洋会員

｢今年度の回顧｣
大松 桂右会長・高岡

☆皆出席祝

35 年

鈴木

正和幹事
●今回合計

洋会員

22,500 円（IMRD 返金 13,500 円含む）

☆2017～18 年度下半期ＨＣ皆出席祝
石川

義一会員

●累

計

771,080 円

★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

親睦旅行に行ってまいりました。テーマは紅

会長の時間

葉でした。参加された会員のみなさまありがと
本年度も残りわずかとなりましたが、地区内におい

うございました。

ての当クラブのマイロータリーへの登録が低調で

また 6 月 29 日に移動例会及び懇親会をかごの

す。

や高安店で行う予定です。

先週ご訪問頂いた、百済ガバナー補佐からの指摘や、 7、親睦会費を年会費とともに集めるようにしま
品川会長エレクトの方針にもありますので、マイロ

す。

ータリーに未登録の方は登録をして頂きますよう、

8、クラブを代表して各行事に参加して頂く場合

よろしくお願い致します。

は半額を補助します。

幹事報告
幹事代行

今年度も残りわずかとなりましたが、無事、親睦
堀内 伸也

【配布物】

活動委員長を終えられる予定です。みなさま 1
年間どうもありがとうございました♪

・週報

会長・副会長・幹事杯ゴルフコンペのご報告

【回覧】

親睦活動委員長

・台湾への義捐金報告(地区より)
・フレンドシップの案内(池田くれはＲＣより)
・6/29(金)今年度最終移動例会
及び会員懇親会出欠表

辻田

摂

6 月 14 日(木)春日台 CC で会長・副会長・幹事杯
ゴルフコンペを開催いたしました。
晴天にも恵まれ、更に親睦も深める事ができ、楽
しい 1 日となりました。
成績は優勝柳会員、準優勝高岡会員、3 位堀内会

「今年度の親睦活動」
辻田 摂親睦活動委員長

員となりました。また個人賞はドラコン賞 4 ホー
ルとも上山会員が独占。
ニアピン賞は 4 ホールで柳会員が 2 ホール、堀内

今年度の親睦活動は 8 つの活動計画を進めてまいり

会員が 2 ホールとわけあいました。ベストグロス

ました。

賞は前半 49 後半 39、グロス 88 で堀内会員でし

1、会員と会員配偶者に誕生日月祝をお贈りします。 た。
2、会員結婚記念日に記念品をお贈りします。

参加人数は 9 名と例年より少なかったですが、怪

3、皆出席に皆出席祝いをお贈りします。

我等なく無事終える事ができました。

4、新入会員があれば歓迎会を行います。

また来年度の会長・副会長・幹事杯ゴルフコンペ

＊7 月 7 日に浅井会員の入会式、10 月 27 日に陣田会

楽しみにしています。

員の入会式を行い、1 月 11 日に新入会員歓迎会を
開催いたしました。
5、会長副会長幹事杯ゴルフコンペは 6 月 14 日に開
催し、柳会員の優勝、高岡会員の準優勝、堀内会員
の 3 位という結果でございました。また親睦も深め
る事ができました。
6、会員親睦を深めるための旅行と食事会を実施しま
す。
＊11 月 17 日～11 月 18 日にかけて岡山県津山市に

