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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

バリー・ラシン

2018～2019 年度初例会

第 2187 回例会

｢ロータリーの鐘・槌｣引継ぎ

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：品川 芳洋
●幹
事：堀内 伸也
●会報委員長：堀内 伸也

7 月 20 日（金）

☆｢ロータリーの友｣紹介

第 2186 回例会

浅井

① 開会 点鐘

寿徳広報・雑誌委員長

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

☆卓話なし

③ ビジターの紹介

☆第 1 回クラブフォーラム

④ 本年役員理事の紹介

クラブ運営委員会部門

⑤ 近隣クラブ会長・幹事挨拶
八

やまもと

桑田

かつひこ

タア子クラブ運営委員長

尾ＲＣ 会長 山本 勝彦
しぶや

と しかず

幹事 澁谷 登志和
ふじえ

ひろし

かさい

やすひこ

たまい

としひろ

こんだ

なおと

大阪柏原ＲＣ 会長 藤江

博

幹事 笠井 靖彦

＊7/20（金）旧理事・役員慰労会及び炉辺会合
於：肉處 阿倍野 きっしゃん

八尾中央ＲＣ 会長 玉井 利宏
幹事 近田 直人

あべのハルカス ダイニング店
時間：18：00～20：00

⑥ 直前会長・幹事に記念品の贈呈
⑦ 会員及び会員夫人誕生月祝
上田会員、中澤夫人、堀内夫人
⑧ 会員結婚記念日祝 堀内会員
⑨ 乾杯・昼食
⑩ 会務報告

2018 年 6 月 29 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2185 回

28 名

17 名

73.9％

第 2183 回

28 名

17 名

73.9％

｢会長の時間｣「幹事報告」
⑪ 委員会報告

備 考
出席義務免除
7 名（出 2）
補
填
4名

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑫ 卓話
｢本年度の方針｣
2018～2019 年度会長 品川 芳洋
⑬ 閉会

点鐘

ニコニコ箱
●いよいよ本日が本年度の最終例会となりました。
この一年間、経験の浅い会長をお支え頂いた会員
皆様に感謝致します。ありがとうございました。

＊例会後：7 月度定例理事会

大松 桂右会員

★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

会長の時間

●幹事のお務め、本日が最後となりました。会員の
皆様、1 年間ご指導、ご協力頂きまして本当にあり
がとうございました。

本日は本年度最後の例会です。会長の役目も終わ

次年度、親睦活動委員長として頑張ります。

りますが、正直ホッとしています。この 1 年間は

高岡 正和会員
●本年度も終わり、次年度もよろしくお願い致しま
す。

大橋 秀造会員

●35 年経ちました。

様々な事がありましたが、この後の卓話にてお話
をさせて頂きますので、よろしくお願いします。
また、本日の移動例会にあたっての準備等、あり
がとうございました。

①皆様の友情に感謝。

幹事報告

②家族の協力に感謝。
③事務所社員の理解に感謝。

鈴木 洋会員

●本年度今日が最後となりました。会長、幹事、執

【配布物】

行部の方々、大変お世話になりありがとうござい

週報・7 月予定表・会費請求明細へのニコニコ、

ました。

米山特別寄付金依頼書・月刊神戸っ子

池本 繁喜会員

●大松会長、高岡幹事、1 年間ご苦労様でした。
森下 慶治会員
●大松会長他理事役員の皆様 1 年間御苦労様でした。

【回覧】
●Mｙ Rotary 説明会の資料

桑田 タア子会員
【連絡事項】

●大松会長、高岡幹事、ご苦労様でした。
石川 義一会員
●2017-18 年度大松会長、高岡幹事をはじめ役員の
方ご苦労様でした。
●一年間お世話になりました。

品川

芳洋会員

奥田 長二会員

●役員の皆さま、一年間本当にお疲れ様でした。

幹事の仕事の最終日を迎えることができまし
た。会員の皆様、山本事務局員のご協力、ご指
導のおかげで無事一年間務めることが出来ま
した。
本当にありがとうございました。

堀内 伸也会員
●大松会長、この 1 年間お世話になりありがとうご
ざいました。次年度もよろしくお願い致します。
安田 憲司会員

「今年度の回顧」
大松

桂右会長

本日の例会が本年度の最終例会となり、「今年度
の回顧」という事ですが、一言で申し上げると各
6 月皆出席 祝

●今回合計

鈴木会員

下半期ＨＣ皆出席祝
石川会員

会員に支えられた、長くも短くも感じた 1 年でし
た。

14,000 円

昨年の 7 月 7 日にスタートし、その時点で浅井会

●6/29 会員懇親会全参加者より 34,000 円

員が入会。また、10 月に陣田会員も入会が決ま
っており、当初から純増 2 名という中でのスター

●累

計

848,080 円

トでした。

これまで、長年にわたって使用していた例会場も

いたことに感謝申し上げます。

現在の「かがやき」に変わるなど環境の変化も多

陰で支えて頂いたと言えば、事務局の山本さんで

くありました。

す。特に IMRD については、大変ご尽力を頂きまし

この 1 年間が短く感じたのは、ただ単に私が年を

てありがとうございました。

とってきただけだと思いますが、実際はバタバタ

私の会長職は終わり、次年度は品川会長、堀内幹事

とした長い 1 年であったと思います。

のもと間もなくスタートしますが、この 1 年の

本年度は IMRD のホストクラブという役割があっ

経験を活かしながら微力ですが、次年度も頑張って

たため、スタートをした時点から 4 月の IMRD ま

まいりたいと思います。

での間、ほぼ毎例会前後に IMRD の打ち合わせが

結びに、この 1 年間、会員の皆様のご協力に感謝を

行われ、例会時間以上の時間を費やしたため、感

申し上げ、「今年度の回顧」の卓話を終わります。

覚でいいますと 2 年間分くらいの例会を行った

ありがとうございました。

ように感じます。
IMRD では、石川委員長をはじめ実行委員会や各
会員、姉妹クラブのベンチュラさん、他クラブそ

「今年度の回顧」
高岡

正和幹事

れぞれのご協力によりなんとか終えることも出
来ました。また、ベンチュラさん達との親睦も深

本日で幹事の仕事の最終日を

められました。なかなか、姉妹クラブのフィリピ

迎えることができました。

ンまでこちらから伺う事ができないため、この

会員皆様、事務局の山本さんに

IMRD が良い機会となりました。

おかれましては、多大なご協力、ご指導頂きまして

IMRD の終了後はクラブ設立の 45 周年事業のカロ

本当にありがとうございました。

ーリング大会も開催し、事業を通じて一般の多く

幹事に任命されたときは、クラブ内の仕事、また会

の方にＲＣの活動内容を周知できたことは、本年

長のフォローをきちんと出来るか、また四和会・

度の目標でもありました、公共イメージの向上に

IMRD のホスト、45 周年記念例会、45 周年記念行事

つなげることが出来たと思います。

の『カローリング』大会などの大きなイベント行事

また、本年度は全員参加という目標も掲げており

がある年度にあたり、また 6 月には例会場が『かが

ました。先に述べた事業については、諸事情もあ

やき』に変更することもあって、正直大変忙しい年

り、全員参加とはなりませんでしたが、他の事業

度に幹事にあたったなと思いながら、また自分に務

も含めますとそれぞれの会員が自覚と責任をも

まるのかとかなり不安に感じてのスタートでした。

って取り組んで頂いたことにより、目標は概ね達
成されたと考えます。

正式に幹事になる前からいろんな行事に参加をさ

冒頭にも述べましたが、本年度は大きな環境の変

せて頂きました。

化の下、IMRD のホストという事もあり通常の年

昨年 4 月中旬の地区協議会から始まり、4 月下旬に

度とは違った 1 年であったと思います。経験が浅

は四和会、5 月中旬には 4 クラブ合同懇親会、5 月

い私が会長として本日を迎えることが出来まし

下旬にはＩＭ４組新旧会長・幹事会、6 月初旬には

たのも各会員のご協力の賜物と感謝致しており

八尾市内 8 クラブ交歓会に出席しました。

ます。
特に高岡幹事には、例会運営だけでなく、クラブ

正式に幹事になった昨年の 7 月に入ると近隣 3 クラ

運営全般にわたる準備など、本当に陰で支えて頂

ブの表敬訪問から始まり、7 月下旬には新旧理事慰

労会をホテルモントレグラスミアで開催、9 月末ア

ビデオレターの方も締め切り期日には届かない

ールブリュット展覧会、10 月中旬にはホストクラブ

クラブもあったのですが、なんとか IMRD 開催 1

として四和会を日航ホテルで開催、11/10～12 茨城

週間前に揃い、ホッとしたのを覚えています。

県日立市で開催しました選抜野球大会に出場し見事
優勝し、11/17・18 には岡山津山市へ親睦旅行、11

IMRD 当日、1 部ではベンチュラさんに講演して

月下旬にはＩＭ４組会長幹事会、12/上旬には大阪ネ

頂き、2 部では『我がクラブの国際奉仕』のテー

クストＲＣ

10 周年記念式典に出席。

マでＩＭ４組 10 クラブ代表によるパネルディス

1 月に入ると IMRD のＰＲ活動で東大阪、東大阪東、

カッションを行い、各クラブの国際奉仕活動内

東大阪中央、東大阪みどりＲＣへ訪問、2/23 にはス

容について発表、そのあとは各クラブ間での質

イスホテル南海大阪にて 45 周年記念例会を開催、大

疑応答をして頂きました。皆様のご協力のおか

谷パストガバナーに卓話をして頂きました。3/下旬

げで滞りなく終了することが出来ました。本当

には四和会、4/14 にはホストクラブとしてＩＭ４組

にありがとうございました。

ＲＤを開催、5/19 には 45 周年記念事業の『カロー
リング大会』を開催、5/下旬には八尾市内 8 クラブ

IMRD 後の打上げ・懇親会では、ベンチュラ様ご

交歓会、6/14 には会長・副会長・幹事杯ゴルフコン

夫妻、エド様ご家族、東京中央ＲＣの太田様、

ペを春日台 CC で開催、6/22 にはＩＭ４組新旧会長・

波崎ＲＣの山本様、デンタルミッションリーダ

幹事会に出席させて頂きました。

ーの高橋様に出席して頂きました。
約 2 時間の打上げ・懇親会でしたが、会員なら

まず私なりに最初に進めたのが事務局で長年たまっ

びに来賓の方とも色々な話ができ、ベンチュラ

ていた書類や備品の数々の整理でした。鈴木会員に

ご夫妻、エド様家族とは知っている英単語を並

も協力して頂いて必要品・不用品の分類をしました。 べて、親睦を深めることができました。
また旧例会場で使用していた備品を写真に撮り会員

鈴木会員、山田会員におかれましてはベンチュ

皆様に告知し、記念として持って帰って頂きました。 ラご夫妻、エドご家族の滞在期間中のお世話本
当にありがとうございました。高橋会員・山本
振り返ると 1 番大変だったのが IMRD でした。昨年の

さん、ベンチュラご夫妻を空港まで送って頂き

5 月から実行委員会を発足、次年度からはＩＭ４組

ありがとうございました。

の組編成で今回の組が最後の IMRD になるという事
で、今までとは違う、また参加して頂いた方の記憶

次に 45 周年記念事業のカローリング大会では、

に残るような IMRD にしようと話し合いをし、
『海外

IMRD の準備にほとんどの時間をさいていた事も

からみた日本の国際奉仕』というテーマで例会前、

あり、準備及び段取りを大松会長に任せっきり

例会後にほぼ毎週実行委員会を開催し話し合いを進

で本当に申し訳ございませんでした。

めてまいりました。

大会当日は、参加チーム障害者、健常者の 25 チ
ーム、総勢 75 名（1 チーム 3 名）を 8 グループ

最初はＩＭ４組の数クラブの海外姉妹クラブがきて

に分け、8 レーンを使用しての予選リーグ戦を行

頂ける予定でしたが、日程調整が合わず最終的には

い、各グループの 1 位で決勝トーナメントを行

自クラブの姉妹クラブであるダウンタウンマニラＲ

いました。

Ｃのベンチュラ氏のみになり、来られない海外姉妹

カローリング競技自体をする方が多く、開始当

クラブについてはビデオレターをお願いしました。

初はジェットローラの投球の力加減に戸惑いな

がらも、イニング・試合数を重ねるごとに投球す

会員懇親会のご報告

る力加減も分かり始め、ポイントゾーン内に止め

親睦活動委員長

辻田

摂

る方やポイントゾーン内の相手のジェットロー
ラを狙って弾き出す方も増えてきました。

6 月 29 日(金)2017 年～2018 年最終例会をかごの屋

得点が僅差で白熱した試合の中で声援を出すチ

高安店で移動例会及び会員懇親会として行いまし

ームも多くありました。また各チーム試合後には

た。

笑顔で称えあっていました。

大松会長、高岡幹事の 1 年最後の例会でございまし

試合を通して感動、また各チーム懇親を深められ

た。

大いに盛り上がった大会になりました。この大会

また皆さま 1 年間ご苦労様でございました。

を次年度以降も継続し、我がクラブからもチーム
を結成して試合に参加できればと思います。

宴会恒例の奥田会員の乾杯で懇親会が開催いたし

この大会に参加頂いた会員の皆様、本当にありが

ました。

とうございました。

鍋料理又一品料理と大変美味しく、会員皆さまと、
ゆっくり御歓談でき、来年度に向け、更に親睦を深

幹事になった当初は、1 年間は長いと思っていま

められる事ができたと思います。最後に大橋副会長

したが、今思うと忙しかったこともあり短く感じ

から一言頂き今年度最終例会及び懇親会を閉会い

たような気がします。皆様のご期待にそえない幹

たしました。

事でしたが、1 年間ご協力、ご指導頂きまして無
事に終了することが出来ました。本当にありがと

親睦活動委員長として、みなさまのご協力のおかげ

うございました。

で、無事任務を終えた事に、感謝申し上げます。
皆さま 1 年間どうもありがとうございました♪

臨時理事会報告
幹事：高岡

●日

時：2018 年 6 月 29 日(金)

●場

所：かごの屋

正和

高安店

●出席者：理事役員 7 名

案件：
①谷村

政哉会員 退会の件

谷村会員の 6/29 付け退会を承認。
以上
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