
★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

第 2210 回例会 2月 1日（金）

＊例会前：2月度定例理事会

☆卓話「越境ＥＣについて」 中澤 剛会員

２０１９年１月２５日（金）第２１９６号

2018 年 1月 18日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2208回 27名 14名 66.7％
出席義務免除

7名（出 1）

第 2206回 27名 15名 68.2％
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 2209 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢奉仕の理想」

③ ビジターの紹介

④ 皆出席祝 3年 辻田 摂会員

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 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

⑧ 閉会 点鐘

＊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

☆2月誕生月祝

大橋会員、木村会員、大松会員、安田会員

上山夫人、松本夫人、森下夫人、山田夫人

☆2月結婚記念日祝

奥田会員、品川会員、森下会員

＊2/2（土）2019-20 年度のための

         地区チーム研修セミナー

於：大阪国際会議場 3階 イベントホールＥ

登録開始 13：00 ～ 13：30

会  議 13：30 ～ 16：00

堀内 伸也次年度地区クラブ奉仕委員 出席

ロータリー財団寄付

PHF+6 池本会員・PHF+4 大橋会員

PHF  辻田会員・PHF+2 品川会員



他方、日本について言えば「格差」ならぬ文化の

差によってインバウンドという経済効果が生ま

れています。他岸と較べれば真に太平の社会現象

と言えるでしょう。

一時的な現象に留まらずにこの経済的にプラス

効果をもたらす文化の差を持続的なものにする

弛まぬ努力は必要かと思います。

ニコニコ箱

●朝日放送（6ch）で 1/31（木）23：22～放送予定の

｢ビーバップ！ハイヒール｣と言う番組内の「ハテナ

の自由研究」というコーナーに長男が少し出演予定

です。興味のある方はご視聴下さい。

（＊上記のようにご連絡しましたが、サッカーアジ

   アカップにより放送日が変更になるようです。

   たぶん、2/7（木）だと思います。）  

山本 尚美事務局員

●今回合計 2,000円

●累計  347,000円

会長の時間

新年の祝い方からみる異文化間の差を思うと共に、

文化のみならず経済的な差によって生じているいろ

いろな社会現象のことに思いを馳せました。

水の高低差、海洋温度差等の物理的な差は科学の力

で発電という形で人間生活に潤いを与えてくれるエ

ネルギーとして生かされています。

しかしながら経済的な差、「格差」はいろいろな社会

問題をもたらしています。国際的に深刻な現象とし

ては不法移民、難民という大規模な人の移動です。

アメリカとメキシコの国境をめぐる問題は、アフリ

カでの難民のような深刻な問題でないだけに、一方、

アメリカ合衆国が元来多様な移民国家であることを

思うと、愚かなむしろ滑稽な様相を示しています。

かつてイデオロギーを隔てるものとして、鉄のカー

テンそしてベルリンの壁がありました。しかしこれ

らはヒューマニズム、民主主義という人間の知恵で

取り除かれました。

国境に壁を建設する膨大な予算があればほんの少し

の知恵で解決方法があるはずだろうに世界のリーダ

ーたる国のやることかと嘆かざるを得ません。

幹事報告

【配布物】

①週報

②ロータリー友誌

③第 4回クラブ協議会資料（PDCA）

【連絡事項】

①来週 1/25（金）第 4回クラブフォーラム

  ※職業奉仕委員会部門

②来週 1/25（金）例会前 11：30～

  『第 1回次年度理事役員会合』

【回覧】

①IMRD 案内と出欠表 2019 年 3月 9日（土）

1 月結婚記念日祝

浅井会員

第 4 回クラブ協議会報告

幹事 堀内 伸也

●日 時 ：2019 年 1月 18 日（金）

13：00～13：45

於 リノアス 8階

バンケットルーム

●委員長欠席：

・例会運営     上山会員→代理 高岡会員

・会員組織＆会員情報研修

大松会員→代理 浅井会員

・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

・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名でスタート、現在増減なし

・会員平均年齢：62.0 歳

・本年出席率：（上半期平均出席率）73.88％

・11/9 より LINOAS のバンケットルームにて例

  会を再開

・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』が未実施

・2019/02 には姉妹クラブ フィリピン ダウ

  ンタウンマニラＲＣの創立 40周年記念式典

  に数名が参加予定

◎会計予算 石川会員

・今後予定の奉仕活動などを考慮して下期予算

  を再考する

【クラブ運営委員会】●桑田委員長

○例会運営（上山 R/代理：高岡 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

・質疑応答：

プログラム・会報委員会の週報部分『IT化も試

行します』の具体的な意味を調査する

【会員組織委員会】●大松委員長（代理：浅井 R）  

○会員増強（上田 R） → 計画書通り

○会員研修・情報（大松 R/代理：浅井 R）

→ 計画書通り

○広報・雑誌（浅井 R） → 計画書通り

・質疑応答：

①会員研修・情報委員会は委員会から会員に必

要な情報を発信する委員会であることを再度、

委員長に認識してもらう。

②Myロータリー登録の件、例会の時間を利用し

  全員登録を目指す（会員研修・情報委員会）

【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 → 計画書通り

・R財団（森下 R/代理：堀内 R）

→ 計画書通り

・米山奨学会（大橋 R） → 計画書通り

【会場監督・SAA】桑田委員長

⇒ 例会場の移動ができ、準備等も会員全員で

  協力して行われており今後も宜しくお願い

  致します

◎閉会の辞  桑田副会長

以上
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