
★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 2199 回移動例会 10 月 26 日（金）

於：ホテル・アゴーラ リージェンシー堺

   4 階 ロイヤルホール

グレン＆千杯 田中作次旗

第 15回ロータリー選抜野球大会前夜祭に伴い、

例会場及び時間 18：00～20：00 に変更

集合時間：16：30

２０１８年１０月１９日（金）第２１８５号

2018 年 10月 12日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2197回 27名 14名 66.7％
出席義務免除

7名（出 1）

第2195回 27名 15名 75.0％
補    填

0名

Rotary International

国際ロータリー会長

バリー・ラシン

2018‐19 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：品川 芳洋

●幹   事：堀内 伸也

●会報委員長：高岡 正和

新しく生まれ変わろう

―クラブルネッサンス

第 2198 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢奉仕の理想」

③ 皆出席祝 1年 堀内 伸也会員

④ ビジターの紹介

⑤ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑥ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑦ 卓話

｢記録に残った八尾の地震」石川 義一会員

⑧ 閉会 点鐘

＊10/23（火）第 39 回大輪ゴルフ会

           （ホスト：大阪西南ＲＣ）

  於：西宮カントリー倶楽部

  8：00 ショットガン方式

          アウト・イン同時スタート

  高橋会員、柳会員 参加予定

＊10/25（木）四和会（ホスト：八尾ＲＣ）

於：シェラトン都ホテル大阪

   3 階 中華料理 四川

受付：17：30～ 四和会 18：00～20：00

品川会長、桑田副会長、堀内幹事、

山本事務局員 出席予定

ニコニコ箱

●鈴木様、加茂様、お忙しい中お越しいただきあり

がとうございます。      品川 芳洋会員

●鈴木ガバナー補佐、加茂ガバナー補佐エレクト、

訪問ありがとうございます。ご指導よろしくお願

いします。           鈴木 洋会員

●涼しくなりましたね！

鈴木ガバナー補佐、加茂ガバナー補佐エレクト、

ご訪問ありがとうございます。今日はクラブ協議

会です。よろしくお願いします。石川 義一会員



●鈴木慶一ガバナー補佐、加茂次也ガバナー補佐エ

レクト、遠路御来訪ありがとうございます。御指

導よろしくお願い致します。 桑田 タア子会員

●鈴木ガバナー補佐、加茂ガバナー補佐エレクト、

本日の表敬訪問御苦労さまです。御指導よろしく

お願いします。        池本 繁喜会員

●鈴木様、加茂様、本日のクラブ協議会ご訪問あり

がとうございます。      長尾 穣治会員

●今回合計 7,000円

●累計  235,000円

幹事報告

【配布物】

①週報

②ロータリー友

③クラブ協議会使用の PDCA

【連絡事項】

①例会場 11/9（金）より今後移動します

（ LINOAS：8F バンケットルーム

  12：30～13：30 ）

②10/13（土）広報・情報・公共イメージ向

上セミナー ： 長尾 R出席予定

③10/18（木）第 94 回 四輪会ゴルフコンペ

（ホスト：大阪柏原 RC）

柳 R・高橋 R・高岡 R 参加予定

以上

会長の時間

日仏友好 160 周年にちなんで第 3話。

明治新政府による日本の近代化の過程でフランスは

主力産業である絹産業において大きく寄与しまし

た。

他方、日本は 19世紀初めからフランスに大きな文化

的影響を及ぼしていました。

開港に伴い、交易が盛んとなり、印刷や写真の技術

が入ってくることにもより、逆に日本のことが産業

革命による近代化が進むヨーロッパに伝えられるこ

とになり、異国情趣もあってフランスを中心に熱狂

的に迎えられ、所謂「ジャポニズム」が花開きます。

当初は趣味的なレベルで室内の装飾品として重宝さ

れるジャポネズリーと称される流行のレベルでし

た。

例えば、E.マネのマネのアトリエで描かれた「エミ

ール・ゾラの肖像」の画中にはマネがコレクション

していた日本の絵画が描かれています。

しかしながら、日本の美術・工芸品の優れた描写技

法は当時のフランスで脚光を浴びていた印象派を中

心とする芸術家の作品自体に大きな影響を及ぼすこ

とになります。

19 世紀中頃の万国博覧会への出品もあまねく日

本文化がより注目される機会となり、1876 年に

は「Japonisme ジャポニズム」として認識され

るようになりました。

中でも浮世絵は版画ということもあり大量に市

場に知られるようになりました。

特に絵画において、女性を描く場合、ヨーロッパ

においては聖女や宮廷画家による王室の人々、有

名人物を描くことが主流であったことから、庶民

の女性やいわゆる市井の女性を描くようになっ

たのはジャポニズムの影響だと言われています。

一方、ジャポニズムの影響は芸術分野に限らず、

一般の生活にも及び、ルイヴィトンの有名なモノ

グラムデザインは日本の市松模様や家紋に基づ

いています。

今、パリでは日仏友好を記念して、伊藤若冲展が

開かれています。日本人の感性、芸術性は感動を

呼んで、あらたなジャポニズムが到来することに

なるかと思われます。



○ 広報・雑誌（浅井 R） → 計画書通り

【職業奉仕委員会】● 長尾委員長

→ 計画書通り

【奉仕活動委員会】

● 辻盛委員長（代理：堀内 R）→ 計画書通り

○社会奉仕 ● 中澤 R → 計画書通り

・環境保全（辻田 R） → 計画書通り

・青少年奉仕（高橋 R：代理高岡 R）

→ 計画書通り

○国際奉仕 ● 安田 R（代理：堀内 R）

→ 計画書通り

（実施状況の追加：地区補助金は着金スミ）

・R財団（森下 R：代理堀内 R）

→ 計画書通り（当日は計画書未提出のため

   後日、計画書に記載する）

・米山奨学会（大橋 R） → 計画書通り

【会場監督・SAA】● 桑田 R → 計画書通り

【 鈴木ガバナー補佐からの講評 】

・My Rotary 登録のお願い

・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

◎閉会の辞   【会場監督・SAA】桑田委員長

⇒ 計画に基づき、会員皆様で協力し進行し

ていきましょう

以上

第 3 回クラブ協議会報告

幹事 堀内 伸也

●日 時 ：2018 年 10 月 12日（金）

14：00～15：00

於 かがやき地下 1階

ミーティングルーム

●委員長欠席：

・会員増強     上田会員→代理 上山会員

・奉仕活動     辻盛会員→代理 堀内会員

・青少年奉仕    高橋会員→代理 高岡会員

・国際奉仕     安田会員→代理 堀内会員

・Ｒ財団      森下会員→代理 堀内会員

●司会進行 堀内幹事

◎開会の辞  品川会長

◎クラブ現況 堀内幹事

・会員数：27名

・会員平均年齢：62.0 歳

・本年出席率：7月：75.33％・8月：70.51％・

9月：81.06％

・本年度行事：奉仕活動として、地区補助金を

活用し人道的国際奉仕『カンボジア・スンタン

孤児学校支援事業』を予定

・例会場が、西武百貨店八尾店の閉店に伴い、

昨年度より「かがやき」に変更したが、来月 11/9

（金）より「LINOAS（リノアス）」バンケットル

ームに移動決定した

【クラブ運営委員会】● 桑田委員長

○ 例会運営（上山 R） → 計画書通り

○ 親睦（高岡 R） → 計画書通り

○ プログラム・会報（高岡 R）→ 計画書通り

【会員組織委員会】● 大松委員長

○ 会員増強（上田 R：代理上山 R）

→ 計画書通り

○ 会員研修・情報（大松 R） → 計画書通り



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ
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