
★例会場：LINOAS（リノアス）8階 バンケットルーム 〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番

★例会日時：毎週金曜日12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

地区大会に伴い日時・場所変更

☆12月 7日（金） 地区大会 1日目

於：大阪国際会議場 5Ｆ

◎13：30-13：20 大会決議案/規定審議会報告

◎13：20-15：00 会長・幹事懇談会

◎15：15-17：15 特別講演・特別対談

●ＲＩ会長代理歓迎晩餐会

登録 17：00～ 開宴 18：00～20：30

（於：リーガロイヤルホテル 3Ｆ 光琳の間）

２０１８年１１月３０日（金）第２１９０号

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 2203 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢我等の生業」

③ ビジターの紹介

④ 皆出席祝 3年 品川 芳洋会員

⑤ 例会決議

⑥ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑦ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑧ 卓話 ｢お金の考え方」辻盛 英一会員

⑨ 閉会 点鐘

第 2204 回移動例会 12 月 8 日（土）

＊移動例会   12：45～

於：国際会議場 5Ｆ エスカレーター前

★ＲＩ第 2660 地区 2018～19 年度地区大会

（大会第 2日目）

於：国際会議場 5Ｆメインホール

◎13：00 開場

◎13：30- 本会議開会

◎15：40 休憩

◎15：55- 記念講演・抽選会

◎17：30 閉会

＊12/9（日）大阪なにわＲＣ

創立 35周年記念式典・祝賀会

於：スイスホテル南海大阪

8階 「浪華の間」

受付開始 16：30～

記念式典 17：30～

記念祝賀会 18：30～



2018年 11月 19日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2202回 27名 12名 57.1％
出席義務免除

7名（出 1）

第2200回 27名 18名 81.8％
補    填

1名

ニコニコ箱

●先週より気分一新、元の例会場で例会を楽しんでい

ます。お世話いただいた皆さんに感謝します。

池本 繁喜会員

●今回合計   0円

●累計  290,000円

そしてその特徴はとてもはっきり違います。

まず地形的にブルゴーニュはフランスとスイス

の国境近くの内陸部の丘陵地に位置するのに対

し、ボルドーは大西洋に面し、フランス語で“水

際”の意味合いを持つ、大きな川に挟まれた低地

にあります。英国に近いことで交易も昔から発

達、ボルドーワインの普及に役立っています。

地形による土壌の違いから、葡萄の種類も違い、

ブルゴーニュは赤はピノ・ノワール、白はシャル

ドネが代表品種。有名なワインとしてはロマネコ

ンティ、シャンベルタン、シャブリ等、それに対

し、ボルドーは、赤がカベルネ・ソーヴィニョン、

カベルネ・フラン、メルロー、白はセミヨンやソ

ーヴィニョン・ブランの品種。

有名なのでは、シャトーラフィット・ロートシル

ト、シャトーマルゴー、サンテミリオン等。

そして一番の違いは造り方の違いとそれによる

味わいの違いです。ブルゴーニュ地方では一品種

のぶどうを用いてワインを造るのが一般的なの

に対して、ボルドー地方では複数品種のぶどうを

ブレンドするのが主であることです。

前者はさらっとした繊細な味わいで色目も美し

いルビー色に透き通っています。

後者はどっしりとした調和のとれた貫禄のある

味わいで、赤はお肉料理に合うとされています。

我々にとって一目瞭然のちがいはボトルです。ブ

ルゴーニュは撫で方に対しボルドーは怒り方の

ボトルです。

秋の夜長、いろいろなワインを味わって下さい。

会長の時間

昨日 16 日は 11 月第 3 木曜日、ボージョレ・ヌーヴ

ォー解禁の日です。

フランス ブルゴーニュ地方ボージョレ地区の新酒

ワインの販売が始まりました。

解禁日の設定は、発売を急ぐがあまりの業者間の過

当競争をさけ、品質を保つために設けられ、以前は

11 月 15 日だったのが、土日に重なると休日での労

働、流通に支障を来たすということで、1984 年に第

3木曜日と決められたとのことです。いかにもフラン

ス流ですね。

日本は“日出ずる国”と言われるように、世界の先

進国の中で一番早く日があける国なので、このボー

ジョレ・ヌーヴォーの解禁日に注目が集まり、少々

過熱気味です。

フランスにはワインの産地はブルゴーニュ、ボルド

ー、シャンパーニュ、アルザス、ロワール等複数の

地方ありますが中でもブルゴーニュとボルドーは 2

大産地として知られています。



幹事報告

【配布物】

①週報

②細則変更の案内(例会場及び例会時間変更)

【連絡事項】

①次週 11/23(金)は祝日の為休会

以上

第三回クラブフォーラム報告

社会奉仕委員長

中澤 剛

今期の社会奉仕事業を確定していないので、現

在、検討しているいくつかの事業候補を紹介し、

皆様と一緒に考える時間をいただきました。

貴重なご意見、有難うございました。

下記、項目を前提に後日、選択し、確定させて

いただく予定です。

〇社会奉仕事業の予算は、２０万円

（今年度は、国際奉仕事業に大きな予算あり）

〇継続事業としてアール・ブリュット支援

・2019 年 3 月～6月で、巡回展の開催予定

  市内のコミュニティセンターや図書館を検

  討中との事

・発達障がい者「Aju さん」の講演会を八尾市

役所地下で開催予定

  4/13、5/11、5/18、5/25 が開催候補日

  （時間は 90 分）を予定との事

〇新規事業で、八尾市教育委員会を通じた案件

朝食を食べられない児童に対し、朝食費の支援

  現状、教師が、個人で負担してたべさせてい

  る実態があるとの事

11 月度臨時理事会報告

幹事：堀内 伸也

●日 時：2018 年 11 月 16 日(金)

例会前 12：00～12：20

●場 所：例会場

●出席者：理事役員 6名

案件：

①指名委員会より次年度理事役員の件

→ 大松委員長代理で長尾 R より、本日例会時

に発表する予定（週報に掲載）

②例会場及び例会時間変更に伴う細則変更の件

→ 本日の例会時、会員皆様へ『八尾東ロータ

リークラブ細則改正』に関する件として連絡す

る。

③ダウンタウンマニラＲＣ創立 40周年記念式典

  への参加の件

・例会変更の件

→ 2/23（金）の例会を休会とする。

・御祝儀及びお土産の件

→ （御祝儀）10 万、（お土産）3 万円相当の

物品を渡航メンバーで決定

・参加メンバーの確定

→ 11/16 時点：6 名（石川 R・鈴木 R・安田 R・

山田 R・森下 R・池本 R）

＊後日池本 R よりキャンセルの連絡有。  

  11/30 時点：5 名に変更

〇新規事業で、八尾市こども未来部を通じた案件

児童虐待に関わる支援

  ・広告等による啓発活動

  ・緊急出動用自転車（電動）の贈呈

  ・発達障がいの検査機器の贈呈



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY 


