
★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

２０１９年１月１８日（金）第２１９５号

2019 年 1月 10日（木）

出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2207回 27名 18名 81.8％
出席義務免除

7名（出 2）

第2205回 27名 15名 68.2％
補    填

1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 2208 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢クラブソング」

③ ビジターの紹介

④ 会員結婚記念日祝  浅井会員

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 「ロータリーの友」紹介

浅井 寿徳広報・雑誌委員長

⑧ 第 4回クラブ協議会

・協議会 13：00～13：45分頃 予定

（＊閉会 点鐘 13：30 に行う）

⑨ 閉会 点鐘

第 2209 回例会 1月 25 日（金）

☆卓話なし

☆第 4回クラブフォーラム

  職業奉仕委員会部門

長尾 穣治職業奉仕委員長

☆皆出席祝 3年 辻田 摂会員

★例会前：次年度第 1回理事役員会合

ニコニコ箱

●新年あけましておめでとうございます。平成最後

の記念すべきとき、有意義な年にしたいですネ。

                品川 芳洋会員

●皆様、明けましておめでとうございます。本年も

宜しくお願い致します。2019年も良い年に致しま

しょう!!           堀内 伸也会員

●皆様、あけましておめでとうございます。今年も

よろしく。

先ほどは上半期ホームクラブ皆出席祝いをいただ

きましてありがとうございます。石川 義一会員

●平成 31年新春を迎えたことに感謝。本年もよろし

くお願いします。        鈴木 洋会員

＊1/25（金）ＩＭ第４組 金輪会

於：シェラトン都ホテル大阪 20階

「エメラルドルーム」

  会議 18：00～18：30 懇親会 18：30～20：00

  堀内 伸也幹事 出席予定



●本年もよろしくお願いします。 奥田 長二会員

●明けましてお目出とう御座います。

初春や、猪突猛進、年おんな

今年もよろしくお願い致します。

                桑田タア子会員

●あけましておめでとうございます。本年もよろし

くお願いします。       池本 繁喜会員

●明けましておめでとうございます。本年も宜敷く

お願い致します。       森下 慶治会員

●本年もよろしくお願いします。

ながらく欠席してすみませんでした。

                大橋 秀造会員

●本年も宜敷く御願い申し上げます。誕生月祝いあ

りがとうございます。     長尾 穣治会員

●今回合計 14,000円

●累計  345,000円

1 月結婚記念日祝

中澤会員

会長の時間

明けましておめでとうございます。

平成という時代に幕を下ろす新年を迎えました。

歳末からお正月にかけて素晴らしい日本の生活

文化の密度の濃さをあらためて味わいました。お

重に収められたおせち料理は豊かで繊細な四季

に基づく食文化の極めであり、芸術の域にあると

感心させられます。山、野、海に恵まれた食材を

栄養のバランスを工夫し、他方、お正月 3ヶ日は

食事をつくらなくて家庭の主婦を休ませるとい

う生活の知恵が小さなお重箱に凝縮されていま

す。

本来の意味は薄れているとしても、日本人として

誇りに思える生活文化です。

フランスでは大晦日は各家庭で美味しいお料理

を用意してシャンパンで乾杯して年を越すのが

一般的です。元日だけ祝日で、2日からは通常の

生活が始まります。

フランスでは日本のようなお正月気分は味わえ

ません。精々ニューイヤーコンサートなどが新年

を感じさせるものでしょうか。大統領は元旦に

TV で新年のメッセージを送ります。フランスに

赴任したのはオイルショックの頃でしたので、当

時のジスカール・デスタン大統領が「我々には石

油はない、でも知恵がある」と国民に語りかけた

演説が印象的でした。

グローバル社会に「自国優先」という考えが浮上、

理想的な社会に向けてのパラダイムが大きく揺

らぎ始めて迎える新年ですが、我々ロータリアン

は＜親睦と奉仕＞という軸をしっかり認識して

活動をしていきたいと思います。

皆様にとりまして良い新年でありますように！

1 月誕生月祝

長尾会員

2018-19 年度

上半期皆出席祝

石川会員

米山功労者

第 4 回マルチプル

大橋会員



幹事報告

【配布物】

①週報

②2018-19 年度下半期会費請求書

【回覧】

①大阪フレンドロータリークラブ創立 20 周年記念

式典での特別講演の案内

②ガバナー月信 1月号

【連絡事項】

①2019 年度米山奨学生配置に関するクラブ意向調

査について

以上

○○時代といったようにその時代の出来事、特徴と

かと結びつけて時代のイメージをカテゴリー化す

ることは、コミュニケーション上、便利な面もある

一方、固定化して捉えてしまうマイナス面もあるよ

うです。

国際化が進み世界の国々で西暦表記が当たり前の

現代において、この元号が未だに通用することは、

お正月に象徴されるオリジナル性の高い日本の生

活文化に一脈通じるものがあり。グローバル化する

今の時代にとても大切な意義を持っているように

思えます。

新年早々、世間を騒がせている日産のゴーン前会長

が法廷に立って「自分は無実だ」と主張しました。

彼の容疑についての是非は兎も角として、彼の口か

ら、世間を騒がせたこと、関係者に迷惑をかけてい

ることへの道義的な責任についてのコメントは一

切ありませんでした。自己中心の立場を主張するの

みでした。

彼が日産の立て直しに日本に来た時に言ったこと

は「自分にとって数字が言語である」と。

日本には「三方よし」と「売り手良し」「買い手良

し」「世間良し」の三つの「良し」。売り手と買い手

がともに満足し、また社会貢献もできるのがよい商

売であるという。近江商人の心得をいった商道徳が

あります。

ゴーン元会長には彼の「言語」が日本で通用する、

という大きな錯覚があったようです。

日本では町の小さな商店主でも実践している商い

の基本を理解せずに学びも足らなかったようです。

年号と西暦が併存するこの日本の社会において年

号に象徴される日本の価値観がいつまでも維持さ

れることを願っていますが、翻って思いますに、こ

れは何も日本的なものではなく国際的に通用する

普遍的な商道徳だと思います。

「新年を迎えて」

品川 芳洋会長

今年は4月に天皇が生前退位され、新天皇が誕生、

そして年号が変わる歴史的な年になります。

あらためて年号（元号とも言う）について学んで

みると、東洋における紀年法の一種で統治者の即

位等にあわせて年につける称号のこと。中国の漢

の武帝の時に始まり、日本では大化の改新で知ら

れる 645 年の孝徳天皇の大化に始まります。昔は

天皇在位中でも天災とか大きな変化により改元

されたことがあったようですが、明治以後は一世

一元の制となり皇位継承があった時に改元され

るようになりました。

東アジアの文化として他の国でも年号がありま

したが革命や政変により今では元号を使うのは

日本だけのようです。国際的には西暦による年の

表記が一般化しています。



1 月度定例理事会報告

幹事：堀内 伸也

●日 時：2019 年 1月 10 日(木)

例会前 11：30～12：30

●場 所：リノアス 8階 バンケットルーム

●出席者：理事役員 6名 オブザーバー1名

案件：

①会計報告 12月分

  ⇒ 承認

②八尾菊花ライオンズクラブ 創立 40周年

  記念式典の件

⇒ 堀内幹事出席予定（お祝い金¥30,000）

③米山奨学生受け入れの件

  ⇒ 1/10（金）例会時に会員皆様へカウンセラ

    ー受け要請の打診を説明し、希望者ある場

    合は幹事まで連絡を頂くこととする

④地区補助金事業の件

  ⇒ カンボジア補助金事業の中間報告を地区に

    1/25 までに連絡する（内容の変更あり）

⑤その他

  ⇒ 下期予算を再考する

   （今後予定の奉仕部門などを考慮して）

以上

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB


