
★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

＊5/3（金）は法定休日による休会

第 2221 回例会 5月 10 日（金）

＊5/10（金）より例会場が

八尾市生涯学習センター「かがやき」

地下 1 階ミーティングルームに変更

＊例会時間は 12：30-13：30 のまま

★例会前：5月度定例理事会

☆5月誕生月祝

   辻盛会員、高岡会員、松本会員、安田夫人

  山本事務局員

ニコニコ箱

●平成最後の協議会、しっかり議論しましょう。

森田さん、お久し振りです。  品川 芳洋会員

●先日は結婚記念日のお祝ありがとうございまし

た。

久し振りに例会出席させていただきました。

                森田 時男会員

●森田さん、お久しぶりです。お元気そうで安心致

しました。          森下 慶治会員
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出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2219回 27名 14名 66.7％
出席義務免除

7名（出 1）

第2217回 27名 13名 61.9％
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

第 2220 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 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 ｢63年を振り返って」  柳 敬二会員

⑦ 閉会 点鐘

☆｢ロータリーの友｣紹介

浅井 寿徳広報・雑誌委員長

☆卓話「次年度の為の地区協議会報告①」

  長尾 穣治次年度会長、辻田 摂次年度幹事、

  堀内 伸也次年度副会長＆ＳＡＡ

◎例会後：加茂 次也ガバナー補佐エレクト

      長尾会長エレクト及び辻田幹事と

懇談のためクラブ訪問



●親睦旅行楽しませて頂き、ありがとうございまし

た。           親睦旅行参加者一同

●今回合計 30,000円

●累計  550,000円

者がバカンスに出かけちゃう、商品納入が契約通

りに実施されない、公共交通機関でのスリ、置き

引きの横行、ごみのポイ捨て等枚挙に暇がないほ

どにフランス社会のタガの緩みがあらゆるとこ

ろで起こっています。何よりも人間不信がはびこ

っている社会です。

フランスに赴任したころ、この国は過去の遺産で

食べている、と思ったものです。

それだけに今回のような出来事に遭うと、「しっ

かり遺産を守ってくれよ！」と叫びたくなりま

す。

他方、火災が報じられると、高級ブランド品をは

じめとするフランスメガブランド企業から巨額

の寄付が申し入れられたとのこと。

偽善と格差という二つの言葉が頭をよぎりまし

た。片や、Gilet jaune(黄色いベスト運動)がフ

ランス全土で毎週繰り返されていることを鑑み

ると、フランス社会の根源的な病巣へ余剰な富を

分配すべきではないのか、という別の憤りを覚え

る次第です。

幹事報告

【配布物】

①週報

②第 5回クラブ協議会用資料（PDCA）

③親睦旅行会計報告書（参加者のみに配布）

【連絡事項】

①例会場 4/26（金）でバンケットルーム最終

②例会場を 5/10（金）より「かがやき」に

移動

【回覧】

①八尾ＲＣ 会員増強ポスター

以上

会長の時間

16 日未明（日本時間）、パリ・ノートルダム寺院が炎

上しました。

パリには、19 世紀初めにナポレオンの戦勝記念に建

てられた凱旋門、1886 年パリ万博に国家の産業技術

力の象徴として建てられたエッフェル塔と並んでパ

リで最も有名なこの大聖堂は、パリ発祥の地、シテ

島に 13世紀初頭に完成。以来、フランス人の精神的

バックボーンとして信仰、文化の象徴としてフラン

ス人のみならず世界中の人々から崇められ愛された

建築物と言えます。

若い頃時々訪れましたが、いつもその荘厳な雰囲気

に宗教と歴史の重みに威圧されるような思いをしま

した。また、それほどの建物なのに自由に出入りで

き、祭壇のところまで近づけたことが印象的でした。

遠く、我々日本人にとっても胸が締め付けられるよ

うな悲痛な思いを抱かせたこの火災、フランス人に

とっては想像を絶する悲しみの極致であったろうに

と同情します。

この出来事、人災だと報じられています。パリでの

生活体験、また仕事で関わりのあったものとして、

起こるべくして起こったような気がしています。

フランス社会の Quality と言いましょうか、いろい

ろな面でのいい加減な社会のほころびがあらゆる場

面で見て取れたからです。

ある建築工事現場では納期通りに進まないのに責任



第 5 回クラブ協議会報告

幹事 堀内 伸也

●日 時 ：2019 年 4 月 19 日（金）

13：00～14：00

於 リノアス 8階

バンケットルーム

●委員長欠席：

・会員組織＆会員情報研修

大松会員→代理 浅井会員

・会員増強     上田会員→代理 浅井会員

・奉仕活動     辻盛会員→代理 堀内会員

・Ｒ財団      森下会員→代理 堀内会員

・米山奨学     大橋会員→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％

（平均出席率）1月：75.33％、2月：72.22％、

        3 月：64.61％

・11/9 より LINOAS のバンケットルームにて例会

を再開したが、4/末までとなり、5/10（金）より

再度八尾市学習センター『かがやき』地下 1階ミ

ーティングルームにて例会を開催する

・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 周年記念式典に石川

Ｒ・鈴木Ｒ・安田Ｒ・森下Ｒ・山田Ｒ夫妻・山本

事務局員・堀内Ｒ 8名参加

・岩国西ＲＣの創立 50 周年式典（2019 年 6 月）に

当クラブより 2名参加予定

【クラブ運営委員会】○桑田委員長

●例会運営（上山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

【会員組織委員会】○大松委員長（代理：浅井Ｒ）

●会員増強（上田Ｒ：代理浅井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

【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：代理堀内幹事

●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）→計画書通り

●国際奉仕（ 安田Ｒ）→計画書通り

  ・Ｒ財団（森下Ｒ：代理堀内幹事）

→計画書通り

  ・米山奨学会（大橋Ｒ：代理堀内幹事）

→計画書通り

【会場監督・SAA】○桑田委員長 →計画書通り

◎閉会の辞  副会長 桑田 タア子

→今期も残すところわずかですし、例会場移動も

  ありますので、会員皆様で協力していきましょ

  う

以上



社会奉仕事業のご報告①

社会奉仕委員長 中澤 剛

2019 年 4 月 19 日（金）、社会奉仕事業の１つであ

る八尾市こども未来部子育て支援課に電動自転車を

贈呈しました。

当日は、品川会長と当方の２名で伺い、八尾市の

理事（待機児童解消担当）浅川様に電動自転車をお

渡しさせていただきました。

八尾市長からの感謝状をいただき、浅川様からは、

虐待やいじめ等で通報があった場合の速やかな移動

手段が確保できたと感謝いただきました。

第 95 回四輪会ゴルフコンペのご報告

親睦活動委員長 高岡 正和

4/18（木）にホストクラブとして飛鳥カンツリー倶

楽部で第 95 回四輪会ゴルフコンペを開催致しまし

た。当日の天気は快晴で気温も温かく最高のゴルフ

日和で他クラブ会員様とも談笑しながらラウンドし

親睦を深められました。

成績は柳会員が見事『優勝』という結果でした。

次回のホストクラブは八尾ＲＣで開催日は 10/17

（木）、開催場所は現時点では未定です。

開催場所が決まり次第連絡がきますのでゴルフを通

して他クラブとの親睦を深めるためにも参加をお願

いできればと思います。

今回場所を提供して下さいました池本会員、参加頂

いた会員の皆様ありがとうございました。


