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新しく生まれ変わろう
―クラブルネッサンス
第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

四
四つ
つの
のテ
テス
スト
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

Rotary International
国際ロータリー会長

バリー・ラシン

第 2210 回例会

第 2211 回例会

① 開会 点鐘

●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

2 月 8 日（金）

☆｢ロータリーの友｣紹介

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

浅井

③ ビジターの紹介

寿徳広報・雑誌委員長

☆卓話「八尾東ＲＣ 昭和・平成 私の思い出」

④ 会員及び会員夫人誕生月祝

池本

繁喜会員

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
⑤ 会員結婚記念日祝
2019 年 1 月 25 日（金）
出席報告

奥田会員、品川会員、森下会員
⑥ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」
⑦ 委員会報告

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2209 回

27 名

14 名

63.6％

第 2207 回

27 名

18 名

81.8％

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑧

備 考
出席義務免除
7 名（出 2）
補
填
0名

卓話 「越境ＥＣについて｣ 中澤 剛会員

⑨ 閉会

ニコニコ箱

点鐘

●本日の職業奉仕フォーラムご協力お願いします。
長尾 穣治会員

★例会前：2 月度定例理事会

●本日の職業奉仕フォーラム宜しくお願いします。
職業奉仕委員 池本 繁喜会員

＊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

●今回合計

会

議

13：30 ～ 16：00

●会費と納入分 120,000 円

堀内

伸也次年度地区クラブ奉仕委員
出席予定

●累計

1,000 円

468,000 円

ロータリー財団 寄付
PHF+5 奥田会員

★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

⑦「奉仕活動等」は 1 時間を例会 1 回の参加とみ

会長の時間
会長代理

桑田 タア子副会長

なして計算し例会前後の 14 日間を適用。

メークアップに行く事をお勧め致します。

【ルール】について
私たちは、それぞれルールに沿って生活がなされて

幹事報告

います。
【配布物】

社会人としてのルール
家庭では家庭でのルール

①週報

子供たちは子供連のルール

②2 月の予定

会社、職共人、みんなルールに従って働いていま

③クラブフォーラム資料
【連絡事項】

す。

①第 1 回次年度理事役員会合を例会前に開催

ロータリー会員のルールは

しました。

例会出席
友誌の購読
会費納入

第四回クラブフォーラム報告

これはロータリアンの 3 大義務です。

職業奉仕委員長

その他
バッチの着用

例会入場時の挨拶

長尾

卓話中の私語

穣治

は注意したいものです。
2019 年 1 月 25 日金曜日、2018～19 年度第四回ク
例会出席の意義 「クラブ定款 第 5 条第 6 節」
例会は単なる親睦と通知連絡の場ではなく、ロー

ラブフォーラム（職業奉仕委員会部門）を行いま
した。

タリーの奉仕の心を学びその実行を考える研修の場
である。

2018-19 年度

地区職業奉仕委員会

活動方針

例会での会員の発言、特に会長の挨拶と卓話は研
修のための資料である。
また週報の記録は例会欠席者のための研修資料で
あることを作成者は心に留め置くべきである。

2018－19 年度 RI 会長バリー・ラシン氏のテーマ
は「インスピレーションになろう」
です。これはどのように理解したらよいのでしょ
うか？インスピレーションの動詞のインスパイ

メークアップついて

アの意味は、ラテン語に由来し、（思想や生命な

「クラブ定款 第 12 条第 1 節」に定めるメークアッ

どを）吹き込んだり、感化、啓発、鼓舞また奮い

プ方法の内、理事会が承認する事項とは以下の通り

立たせたり、ひらめきや刺激を与えたりすること

である。

です。各々がロータリー活動と結びつけて解釈し

①理事会

て理解して頂ければよいと思います。このテーマ

②協議会

をもとに我々ロータリアンは行動することが必

③フォーラム

要です。

④情報集会
⑤クラブ委員会活動及び奉仕活動

ご存知のようにロータリーの目的は

⑥公式の同好会活動（理事会の承認を必要とする）

第一

知り合いを広めることによって奉仕の機

会とすること
第二

職業上の高い倫理基準を保ち、役立つもの

第四

4. 職業奉仕卓話バンク

と認識し、社会に奉仕する機会としてロー

各クラブからの職業奉仕卓話の依頼に対応すべ

タリアン各自の職業を高潔なものにする

く、職業奉仕の卓話バンクを作ります・

こと
第三

各クラブからのご要望に対し支援を実施します。

5. アンケートの実施

ロータリアン一人一人が、個人として、ま

各クラブの事業計画、活動報告、地区への要望事

た事業および社会生活において、日々、奉

項等のアンケートを実施し回答をお願いすると

仕の理念を実践すること

ともに、その結果を各クラブに公開する。

奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネ

6. 地区委員会提供資料「職業奉仕入門 Q＆A」の更

ットワークを通じて、国際理解、親善平和

新

を推進すること

適宜、皆様からのご意見や地区委員会内での議論

とあります。ここで注目すべきことは「職業上の

により、資料内容の見直しを行い、よりわかりや

高い倫理基準を保ち」と「職業を高潔なものにす

すいものにしたいと考えています。

ること」また「奉仕の理念で結ばれた職業人が」 7．地区委員会の実施
と職業という言葉が強調されています。また「職

原則毎月 1 回開催し、クラブ支援その他の事案に

業奉仕」はロータリー独特の言葉です。このこと

ついて議論を行います。

はロータリークラブが他の奉仕団体と大きく違
以上

うところです。
地区職業奉仕委員会も、2660 地区の山本ガバナー
が掲げられた地区方針に沿って活動を行って参
ります。地区職業奉仕委員会は地区のクラブを支
援し、各クラブの活性化、活気溢れるクラブ創り、
魅力ある楽しいクラブヘの一助になればと考え
ております。

活動計画
1. 2018－19 年度のための地区研修・協議会の実
施（平成 30 年 4 月 7 日）
次年度の活動方針等を説明し、各クラブの職業
奉仕委員長へ協力をお願いする。
2. クラブ職業奉仕委員長会議の実施
（平成 30 年 8 月 25 日予定）
昨年まで合同勉強会というタイトルで実施し
ていましたが、次年度よりクラブ職業奉仕委員
長会議として職業奉仕を良く知る目的で、地区
委員との合同勉強会を行います。
3. クラブ支援の実施
地区職業奉仕委員会の担当者が窓口になり、

次年度（2019-2020 年度）RI テーマ

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

