
★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
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2019年 3月 29日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2216回 27名 13名 61.9％
出席義務免除

7名（出 1）

第2214回 27名 11名 52.4％
補    填

2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

＊親睦旅行の為、例会時間を

11：30～12：30 に変更

第 2217 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

③ ビジターの紹介

④ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑤ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑥ 卓話「戦後、世界と日本の技術進歩と経済｣

安田 信幸会員

⑦ 閉会 点鐘

＊4/5（金）～6（土）

クラブ親睦旅行 天橋立方面への旅 1泊2日

  石川会員、奥田会員、桑田会員、品川会員、

  鈴木会員、高岡会員、高橋会員、中澤会員、

  堀内会員、安田会員 参加予定

第 2218 回例会 4月 12 日（金）

＊例会前：4月度定例理事会

☆4月誕生月祝 品川会員、柳会員

☆4月結婚記念日祝

石川会員、桑田会員、森田会員

＊例会決議（クラブ細則一部変更の件）

☆｢ロータリーの友｣紹介

         浅井 寿徳広報・雑誌委員長

☆卓話「次年度の会長方針」

長尾 穣治会長エレクト

★例会後：第 4回次年度理事役員会合

＊4/13（土）

2019～2020 年度のための地区研修・協議会

於：大阪国際会議場

登録開始：12：00 開会 12：30 閉会予定 17：00

出席者（次年度役職者）

長尾会長、辻田幹事、

堀内副会長・クラブ運営委員長・ＳＡＡ、

石川職業奉仕委員長、大橋社会奉仕委員長、

高橋国際奉仕委員長、

上山青少年奉仕委員長 代理中澤会員、

上田Ｒ財団委員長 代理高岡会員

森下米山奨学委員長、品川クラブ研修リーダー

出席予定



幹事報告

【配布物】

①週報

②4月の予定

③クラブ細則改定の例会決議の案内

【連絡事項】

①次週例会の時間変更

（11：30～ 親睦旅行のため）

②4/4（木）新旧四和会（KKR ホテル 18：00～）

会長の時間

しばらく勝手して例会を休ませていただき、フラン

スを訪れてきました。

パリは週末の土曜は例の Jilet jaune（黄色のチョッ

キ）のデモでコンコルド広場、シャンゼリゼ通りそ

してブティックが並ぶサントノーレ通りは物々しい

警備が実施され、最寄りの地下鉄出入り口の多くは

閉鎖され、旅行者には近寄り難い雰囲気でした。

パリを避けて南仏に移った3月16日はデモ隊が暴徒

化して大荒れになったようです。

南仏ではモナコに行き、モナコロータリークラブを

メーキャップで訪れました。

アルベール２世モナコ大公を名誉会員に頂く60人ほ

どの会員を擁するモナコで唯一のロータリークラブ

です。

まず驚いたのは例会の開始時刻が20時と遅いことで

した。これは南仏のニースとか近隣のクラブも同様

でランチタイムの例会のところは調べる限りありま

せんでした。

例会場は地中海に面した海岸沿いのメリディアンリ

ゾートという大きな高級ホテルで、当日はウイスキ

ーパーティーということで会場前レセプションでは

ニコニコ箱

●しばらく勝手いたしました。

センバツの熱闘がくりひろげられています。

辻田さんの熱い想い出話を楽しみにしています。

品川 芳洋会員

●辻田さん卓話ご苦労様です。   奥田 長二会員

●辻田さん、卓話楽しみです。   大橋 秀造会員

●春ですね！           鈴木 洋会員

●今回合計   5,000円

●累計     509,000円

ウイスキーグラスを交わしての談笑が展開され

ていました。

一方、滞在していたのが列車で 40 分も離れたニ

ース近郊。帰りの時刻を調べるとなんと 9 時 30

分が最終。有名なカジノもある不夜城の街と思っ

ていたのに意外でした。

例会がフランスタイムで 8 時半になっても始ま

らず、結果、時間的余裕がほとんどなくなり、残

念ながらアペリティフだけで退席せざるを得ま

せんでした。

それでも会長をはじめ幾人かのメンバーと名刺

交換、会話を楽しみました。

モナコロータリークラブの大きな特徴は、ロスチ

ャイルド、トヨタ系など世界的著名企業がスポン

サーとなっていることです。立派な会報誌も作成

しています。

また、フランスのロータリークラブの興味ある活

動の一面として、酒類メーカーとタイアップして

例会を degustation（試飲会）の場として提供し

ていることでした。

年間の開催地がカレンダーで紹介されているほ

どです。

規定にのっとりきちんと例会運営をはかる日本

のロータリーとの違いを体験したメーキャップ

でした。



校もない府県が毎回生じる(東京都と北海道は必ず

1校以上の出場が保証されている)。

逆に、好成績の府県からは 2校以上選出される可能

性もある(過去には最大 4 校選出されたことがあ

る)。

第 1回大会は 1924 年に愛知県の山本球場(のちに八

事球場)で開催され、第 2 回大会から甲子園球場で

開催するようになりました。

現在は 91 回大会となりました。高校野球球児には

夢の甲子園で大暴れして、次のステップとなるよう

に期待したいと思います。

以上

「選抜高校野球の歴史」

    辻田 摂会員

選抜高校野球大会は、毎年 3月下旬から 4月にか

けて阪神甲子園球場で行われる日本の高校野球

の大会である。略称はセンバツ。通称は「春の大

会」「春の高校野球」「春の甲子園」ともいわれて

います。

主催は毎日新聞社、公益財団法人日本高等学校野

球連盟。大会旗および優勝旗の色は紫紺。5 年に

1度は記念大会として実施されています。

出場校は夏大会は地方大会の優勝校が機械的に

出場しているが、春大会については選考委員会に

よって出場校が決められます。

(1)大会開催年度高校野球大会参加者資格規定に

適合したもの

(2)日本学生野球憲章の精神に違反しないもの

(3)校風、品位、技能とも高校野球にふさわしい

もので、各都道府県高校野球連盟から推薦された

候補校の中から地域的な面も加味して選出する

(4)技能についてはその年度全国高等学校野球選

手権大会終了後より11月 30日までの試合成績な

らびに実力などを勘案するが、勝敗のみにこだわ

らずその試合内容などを参考とする

(5)本大会はあくまで予選をもたないことを特色

する。従って秋の地区大会は一つの参考資料であ

って本大会の予選ではない。

としています。また、出場校が最大 32 校、記念

大会でも 34ないし 36 校であるため、出場校が 1
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