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新しく生まれ変わろう
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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

●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：高岡 正和

＊7/27（金）第 2 回ＩＭ第 4 組

会長・幹事会

於：シェラトン都ホテル大阪

第 2187 回例会

20 階

「クリスタルルーム」「エメラルドルーム」

① 開会 点鐘
② ソング ｢クラブソング」

会議 18：00～18：30、懇親会 18：30～20：00

③ ビジターの紹介

品川会長・堀内幹事

出席予定

④ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」

＊7/28（土）2018-2019 年度
クラブ国際奉仕委員長会議

⑤ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

於：大阪社会福祉指導センター
受付 13：30～

⑥ 「ロータリーの友」紹介

5階

会議 14：00～16：00

安田国際奉仕委員長

浅井 寿徳広報・雑誌委員長

出席予定

⑦ 第 1 回クラブフォーラム
クラブ運営委員会部門
桑田 タア子クラブ運営委員長
⑧ 閉会

点鐘

＊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

2018 年 7 月 13 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2186 回

27 名

16 名

72.7％

第 2184 回

28 名

18 名

81.8％

備 考
出席義務免除
7 名（出 2）
補
填
1名

あべのハルカス ダイニング店
時間：18：00～20：00

ニコニコ箱
●本日、よろしくお願い申し上げます。

第 2188 回例会

7 月 27 日（金）

☆卓話
「十二星座の相性と特徴」 高橋 広一会員
☆皆出席祝

10 年

石川

義一会員

八尾ＲＣ会長 山本 勝彦様
●10 日の例会時訪問いただきまして有難うございま
す。本年もよろしくお願い致します。
大阪柏原ＲＣ会長 藤江 博様

★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

●近隣クラブの皆様、当クラブの初例会にご出席あ
りがとうございます。
鐘と槌の引継ぎ

そして我がクラブの役員、会員の皆様本年もよろ
しくお願い致します。

品川 芳洋会員

●新年度会長、役員理事の方々よろしくお願いしま
す。
八尾、大阪柏原、八尾中央ＲＣ会長幹事の皆さん、
表敬訪問ありがとうございます。池本 繁喜会員
●品川会長、堀内幹事、この 1 年間どうぞよろしく
お願い致します。

大松 桂右会員

●本年もよろしくお願い致します。大橋

2018-19 年度理事役員

秀造会員

●八尾ＲＣ、大阪柏原ＲＣ、八尾中央ＲＣの会長幹
事様、表敬訪問ありがとうございます。
長尾 穣治会員
●2018～2019 年度の初例会おめでとうございます。

前年度会長・幹事へ記念品贈呈
7 月結婚記念日祝
堀内会員

八尾ＲＣ、大阪柏原ＲＣ、八尾中央ＲＣの会長幹
事様、表敬訪問ありがとうございます。

会長の時間

桑田 タア子会員
●八尾ＲＣ 会長山本様、幹事澁谷様、大阪柏原Ｒ
Ｃ 会長藤江様、幹事笠井様、八尾中央ＲＣ 会
長玉井様、幹事近田様、ようこそ訪問ありがとう
ございます。

石川 義一会員

●八尾ＲＣ、大阪柏原ＲＣ、八尾中央ＲＣ、各クラ
ブ会長幹事様、酷暑の中、ご苦労様です。
新年度もよろしくお願いします。奥田 長二会員
●山本様、藤江様、玉井様、澁谷様、笠井様、近田
様、訪問ありがとうございます。
玉井さん、2 回目ですか？

●今回合計

19,000 円

●累計

19,000 円

RC 新年度は豪雨のため 1 週間延びて本日 7 月 13
日に初例会を迎えます。
6 月 18 日にすぐ近くを震源地とした地震が発生、
その恐怖が冷めやらない内に、西日本豪雨が起き
岡山、広島、愛媛に大きな被害をもたらし、200
人以上もの方が亡くなられまだ安否が分からな
い方も沢山おられるとのこと。今の時代に信じら
れないような事態が起こりました。
犠牲になられた方々に哀悼の気持ちを表し、被災

鈴木 洋会員

地が早く復興されることを祈っています。

あらためて、「いまここ」、近隣の RC を代表され
る皆さん方のご出席を戴き、初例会をひらくこと
ができ、嬉しく存じます。ご多忙の中、お越し頂
八尾ＲＣ様

き、ありがとうございます。

自然災害に直面しているだけに、あらためて人の
幸せはとてもフラジルなものであることを痛感
します。

大阪柏原ＲＣ様
八尾中央ＲＣ様

自然と対峙するか共生するか、先進国の中でもわ

②大阪北部地震について(地区より)

れわれ日本人はその立つ位置が他の、特にキリス

③ガバナー月信 7 月号

ト教文化圏の人々とは異なります。
「初めに、神は天地を創造された」に始まる聖書

【連絡事項】

の創世記には「産めよ、増えよ、地に満ちて地を

7/20(金)18:00 あべのハルカス

従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物

旧役員慰労会と炉辺会合を開催

をすべて支配せよ。」とあります。自然を支配し
ろと教えられてきた西欧の人々と、古木にしめ縄
をかけて手を合わせて拝んできた我々との違い
に思いを寄せました。

「本年度の会長方針」
さて今日、7 月 13 日は何の日だろうと歴史を紐解

品川

芳洋会長

くと、世界史の上では、明日 7 月 14 日にフラン
スで 1789 年に革命が起こり、王政が倒れ立憲制
の近代ブルジョワ社会が成立という世界史で最
も重要な出来事が起きています。またそれに先立
つこと 10 年少し逆のぼる 1776 年 7 月 4 日にはア
メリカが独立しています。7 月は歴史が動いた月

まず前年度の大松会長、高岡幹事、石川 IM 実行委
員長をはじめ役員のみなさん、一年間お世話様にな
りました。バトンを引き継いで、堀内幹事と共に、
新しい体制で新年度のスタートを切ります。
どうぞよろしくご支援の程、お願い申し上げます。

でもあります。
それら歴史 の積み 重ねで ロータリ ークラ ブが
1905 年に生まれ、結果世界には今や 35,000 もの
クラブがあり、120 万人以上のロータリアンがい

＜RI バリ－・ラシン会長の、
新年度メッセ－ジ＞
全世界の 120 万人を越えるロータリアンに同時にこ
のメッセ－ジが届けられみんなで共有するという

ます。
我々も「いまここ」ご縁が合って、集っています。
親睦を深め、協力し合って、個人ではできない奉

ことはある種感動を覚えます。
ラシン会長は各ロータリーの役割におけるリーダ
ーシップを、リレ－競争に譬え、それは個人競技で

仕活動ができるすばらしい組織です。理念の実現

はなく、チームとして行うもので、新年度の初日、

に向かい成果を生み出していきたいと願ってい

共にロータリーの新たな役割に取り組む最初の日

ます。

と、また、各役割の前任者たちからリーダーシップ

ご支援のほどよろしくお願い致します。

のバトンを受け取り、後任となる人たちにバトンを
渡す準備を始める日だと言われます。職務を全うし

幹事報告

1 年後に退任する頃には、クラブや地区はさらに大
きく、強く、効果的となり、ロータリーの価値をよ
りいっそう高めていくよう求められています。

【配布物】
①週報
②前期会費の請求書

＜新しく生まれ変わろう
ークラブルネッサンス＞
当クラブのより一層の発展を期して、生まれ変わる

【回覧】
①四條畷ＲＣの解散連絡

大胆な改革を目指します。新組織体制の下、理事役
員、各委員会の委員長はミッションをしっかりと認

識してリーダーシップを発揮していただくことをお

本年度は、「親の愛に恵まれない子供たちにロ

願いします。

ータリーの愛を届けよう」をテーマにプロジェ

喫緊の具体的課題は、きちんとした例会場の設定で

クトを推進していきます。

す。会員の誇り、士気、及び組織運営そのものにも

昨今多発している幼児・児童の虐待、不登校へ

関わる重要事項と認識しています。

の方策を探るため、地域の子供家庭センターや
教育委員会と連携していきます。

＜Be the inspiration

国際奉仕については、カンボジアのアンコール

インスピレ－ションになろう＞

ワット近郊にある孤児院への自給自足体制を支

今年のロータリーのテーマです。これはなんらかの

援する施策としてコメ作りの農業機械の寄付を

インスピレーションを得て、奉仕によって他の人に

計画しています。これは 2660 地区の補助対象事

感動を呼ぶような影響を与えようとのことです。

業となっています。

今、RI が取り組む最重要事業はポリオ撲滅です。こ

フィリピン姉妹クラブについても、クラブのテ

れも元はフィリピンの小さなクラブが始めたプロジ

ーマに則ったものに特化して取り組みます。

ェクトが我々ひとりひとりも参加する全世界的な規
模に発展し大きな感動を呼んでいます。

＜親睦その他＞
クラブ内外のロータリアンとの親睦は奉仕と並

＜「親の愛に恵まれない子供たちにロ－タリ－の愛

んでロータリーの重要なミッションでクラブ活

を届けよう」>

動を推進する上においても重要です。我がクラ

感動を、という点では我が八尾東ロータリークラブ

ブにおいては同好会として野球クラブがあり、

では設立以来、地域は元より東北大震災の被災地や

長年全国のクラブと野球大会を通じて親睦を図

海外においていろいろな感動を与えてきたと思いま

っています。今年秋には我がクラブが幹事役で

す。

全国大会を大阪で開催します。成功に導くよう

社会的弱者への支援として障がいある方へいろいろ

に皆さんの応援をお願いします。

な施策を講じてきました。運動会、USJ への遊覧、ア

一方、通常活動の中で、例会のメーキャップを

－ルブリュット展、カロリング大会 etc 。また海外

推進していきます。他のクラブを訪れ、容易に

姉妹店との友好ではフィリピンのこどもたちへの野

仲間を作れることはロータリアンの特典でもあ

球の道具プレゼント、野球の指導などもしてきまし

ります。小さな殻に閉じこもらないで広く世界

た。

に友好の輪を広げていただきたいと願っていま

我がクラブが担当した前年度の IM では、メンバーク

す。

ラブによる国際奉仕活動についてのシンポジウムを

また、My Rotary を始め IT 化を推進し、国際的

開催、各ロータリークラブの幅広い、多彩な活動に

な視野を養って情報力を高めねばなりません。

ついての情報を交換しました。

クラブの諸活動は従前通り、PDCA に基づいてク

当クラブのフィリピン姉妹クラブからは家族ぐるみ

ラブ運営をしていきます。有効に活用してくだ

での参加もあり長年の友好の証となりました。

さい。

奉仕活動は親睦と並んでロータリーの最も重要なミ
ッションです。

以上、皆様のご協力、ご支援をよろしくお願い
致します。

7 月度定例理事会報告
幹事：堀内
●日

⑦八尾市民憲章推進協議会への委員派遣の件

14：45～15：50

所：かがやき

変更なし

伸也

時：2018 年 7 月 13 日(金)
例会後

●場

⑥例会日変更の件 →

→

堀内Ｒで承認

ミーティングルーム

●出席者：理事役員 7 名

⑧八尾中央ＲＣから依頼の八尾市立病院への支
援の件

→

石川Ｒで承認

案件：
①会計報告６月分 →

承認

⑨事務局 7/18（水）・7/30（月）休暇の件
→

承認

②前年度に次年度理事役員会合で決めてきたこ
との再確認

⑩事務局の夏季休暇について

（年間スケジュールについて）

→

8/13-17 で承認

※活動計画書を参考
・2019 年初例会

→ 2019 年 1 月 10（木）

・移動例会① →

10/26（金）

接待交際費補助案

八尾東ＲＣホストによる選抜野球大会の
ため
・移動例会② →

12/8（土）地区大会のため

・移動例会③ →

2019 年 3 月 9 日（土）
新ＩＭ第 4 組

・ガバナー公式訪問

→

IMRD のため

・休会日

9/21（金）、2019 年 3/22（金）

・副幹事について

→

辻田Ｒで承認

・活動計画書、委員会構成表）
→

③7/6 時点での会員数確認

活動計画書を参照

→

27 名、承認

④出席義務免除者の件
→奥田Ｒ、森田Ｒ、木村Ｒ、山田Ｒ、松本Ｒ、
池本Ｒ、坂原Ｒ

⑤人事案件について
→谷村Ｒ（プログラム会報担当）の代替え担当
を高岡Ｒ兼務

（80％補助決定、現状 50％）

・ＩＭ新旧会長幹事会、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の補助については、
実行前に再協議

以上

10/12（金）※第 3 回クラブ協議会時
→

・四和会

11/2（金）

・ガバナー補佐クラブ訪問
→

⑪その他

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY

