
★例会場：八尾市生涯学習センター<かがやき> 〒581-0833 大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16 ℡:072(924)3876

★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 2223 回例会 5月 24 日（金）

☆卓話 「次年度の為の地区協議会報告②」

石川 義一次年度職業奉仕委員長

上田 郁生次年度Ｒ財委員長

代理：高岡 正和会員

上山 惣太次年度青少年奉仕委員長

代理：中澤 剛会員

＊5/24（金）八尾市内 8クラブ交歓会

（ホスト：八尾ＲＣ）

於：料亭 山徳 会議： 18：00～18：50

懇親会： 19：00～21：00

堀内幹事、長尾会長エレクト、

辻田次年度幹事 出席予定

＊5/25（土）第 2660 地区 2019-20 年度のための

会員増強セミナー

於：大阪ＹＭＣＡ 2Ｆ 大ホール

登録受付 12：30～ 会議 13：00～16：00

長尾会長エレクト、辻盛次年度会員増強委員長

出席予定

２０１９年５月１７日（金）第２２０９号

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 2222 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 会員及び会員夫人誕生月祝

  辻盛会員、高岡会員、松本会員、安田夫人

  山本事務局員

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 次年度第 1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）

⑧ 閉会 点鐘

＊5/18（土）

①2019 年規定審議会報告および

クラブビジョン策定セミナー

於：ＹＭＣＡ会館 2Ｆホール 9：30～12：00

長尾会長エレクト、辻田次年度幹事 出席予定

②ありのまま・あるがまま の はなし

～作品展示＆トークライブ～

於：Café Rest Pica Pica 

（八尾市役所地下 1階） 13：00～15：00

品川会長、中澤社会奉仕委員長 出席予定



ニコニコ箱

●祝 令和元年。         品川 芳洋会員

●10 連休も終わり、平成から令和と年号も新しくな

り、例会場も変わりましたが心新たに頑張って行

きたいと思います。     桑田 タア子会員

●ロータリーソング、伴奏なしでよろしくお願いし

ます。            森下 慶治会員

●本日は出張のため欠席します。

①大松さん、おめでとう！ラストチャンスにかけ

  た「背水の陣」が良かったですね。

②加茂さん、訪問有難うございます。御指導よろ

しくお願いします。       鈴木 洋会員

●この度は色々とお世話になりました。八尾市長に

当選をさせて頂きました。今後ともよろしくお願

い致します。クラブにもご迷惑をお掛けし、申し

訳ございません。       大松 桂右会員

●今回合計 16,000円

●累計  571,000円

2019年 5月 10日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2197回 27名 10名 47.6％
出席義務免除

7名（出 1）

第2195回 27名 15名 71.4％
補    填

1名

会長の時間

令和元年のお祝い申し上げます。良き時代の幕開け

であることを願っています。

元号が「令和」に改まったこの機会に、中国をはじ

めとする東アジアの漢字文化圏で長い伝統を持つ元

号の歴史について、京大阿辻名誉教授が日経新聞 5

月 1日夕刊に寄稿された解説を概要引用して学びた

いと思います。

＜元号とは、過去のある年を起点として、時間の

流れを年の経過によって数えたり記録したりす

る「紀年法」の一つで、今はキリストが生まれた

年に由来する西暦がもっとも広く使われている

が、ほかにもイスラム圏ではマホメットがメッカ

からメディナに「聖遷」した年を起算点とするヒ

ジュラ暦（イスラム暦）が普遍的である。

一方、古代の日本では、甲乙丙丁に始まる「十干」

と、おなじみの子丑寅卯…の「十二支」を組み合

わせ、六十通りでひとめぐりする「干支紀年法」

が広く使われた。

1924 年に兵庫県にできた野球場が「甲子園球場」

と名付けられたのは、その年の干支が「甲子
きのえね

」に

あたったからである。

元号というものが考え出されたのは、前漢時代の

中国。

紀元前 113 年のこと、ある川のほとりから鼎
かなえ

と

いう青銅器が出土した。当時、日食、月食、地中・

水中から何か珍しいものが現れたりすれば、それ

は天が人間社会になんらかの意思を伝えようと

する現象と考えられ、「天子」がそれに対応した

政策をとることが要求された。

こうして「元鼎
げんてい

」という元号が作られ、さかのぼ

って時の皇帝武帝が即位した前 140 年を「建元元

年」とした。

こうして始まった元号制度がやがて日本や朝鮮

半島の国々、さらにベトナムに伝わり、それぞれ

の国で独自の元号が作られた。

日本で最初に作られた元号が「大化」645 年。以

降、元号は為政者の願望や意気込みや天変地変、

飢饉や疫病の流行などの災害が起こった時に、

「厄払い」的に改元されることが多かったが、明

治時代からあと、天皇の在位中を通じてひとつの

元号だけを使う「一世一元」制を採った。元号が

公布され、政令に基づき施行されるようになっ

た。＞



幹事報告

【配布物】

①週報

②ロータリー友誌

【連絡事項】

①例会前の理事会にて承認事項

→来期より入会金なしの件、5/24 例会時に

  例会決議を行います。

以上

2．人道的奉仕の重点化と増加

3．公共イメージと認知度の向上．

ビジョン＝戦略計画があるクラブは全員満足度

が

高くロータリーに対する思い入れも強く、それが

より高い会員維持率に繋がる

日本の会員増強目標

2017 年 7 月 89,000 名

2018 年 11 月 89,962 名

2022 年 7 月 105,000 名

1．日本の年度目標

目標を達成する地区、未達成地区を勘案

毎年 4％ 1クラブ 純増 2名

ラビンドラン元 RI会長

（RI 会長に指名された時の談話）

○会員増強を図る上で若い世代を重視するととも

に経験豊富な退職者にも入会して貰う必要があ

る

○人材の多様性を尊重する「職業分類」はロータリ

ーの基本システムである

以上

「次年度の為の

   地区協議会報告①」

会長部門

  長尾 穣治会長エレクト

クラブビジョン策定について

○ロータリーのビジョン声明

私たちロータリアンは世界で、地区社会で、そ

して自分自身の中で持続可能な良い変化を生

むために、人々が手を取り合って行動する世界

を目指します。

○ビジョンを達成するための 4つの優先事項

1．より大きなインパクトをもたらす

2．参加者の基盤を広げる

3．参加者の積極的なかかわりを促す

4．適応力を高める

2660 地区ビジョン

地区中期 5ヵ年目標（2017-18～2021-22 年度）

1．クラブのサポート化

○各クラブが将来のビジョンを持つよう推奨

  します

○クラブ会員基盤を強化します

○会員規模については地区 4,000 名（純増 82

  名×5ヵ年）を目指します

幹事部門

    辻田 摂次年度幹事

幹事としての責務

☆地区研修・地区協議会と地区大会に出席する。

☆前任の幹事からクラブデータを受け取る。

☆クラブの次期役員や理事会メンバーと密に連絡

を取り、年会計画を立てる。

☆Rotary.org で自分の MY ROTARY アカウントを作

る。

☆クラブ情報と会員情報への変更を、Rotary.org

またはクラブデータ管理システムで更新する。

☆クラブ請求書を会計に渡す。

☆クラブ理事会と管理運営委員会のメンバーとな

る。



クラブ運営委員会部門

  堀内 伸也

    次年度クラブ運営委員長

①過去 12年間の RI会長賞受賞クラブ

②My ROTARY 登録状況（4/8 現在）

⇒ 八尾東 6名/27 名中、22.2％

③IM 別クラブ会員・女性会員推移

④2018-2019 クラブ別 年次基金寄付一覧表

（4/1 現在）

⑤ロータリー賞の説明及び参加

⑥クラブ運営と会員増強について

（大阪南ＲＣ 藤井地区委員長）

＊詳細は、事務局に資料を置いております。

以上

☆例会、理事会、協議会の議事録を記録する。

☆公式名簿に掲載するクラブと役員の情報を更新す

る。

☆メールでの問い合わせへの対応、通知や招待状の

送付など、クラブでの連絡を管理する。

☆行事で使う推進資料、名札、会合資料を管理する

☆月々の出席レポートを地区ガバナーに提出する。

出席記録をつけていない場合には、ガバナーにその

旨を知らせる。

☆クラブの史料を保管する。

☆ロータリー年度末に年次報告を作成する。

☆必要に応じて、会長、会計、各委員会を援助する

☆後任の幹事にクラブの記録文章を渡す。

次年度、長尾会長エレクトとともに 1 年間頑張って

まいりますので、みなさまどうぞよろしくお願い致

します。

以上

5 月度定例理事会報告

幹事：堀内 伸也

●日 時：2019 年 5 月 10 日(金)

例会前 11：30～12：30

●場 所：かがやき 地下 1階

ミーティングルーム

●出席者：理事役員 5名、オブザーバー1名

案件：

①会計報告 4月分⇒承認

②5/18（土）アールブリュット

トークショー参加者の件

  ⇒品川会長・中澤 R 参加

③地区補助金事業の件

  ⇒5/13（月）～5/16（木）辻盛Ｒ・堀内Ｒ

   で現地入り予定

④次年度入会金を無しにする件

⇒ 承認（5/24 例会時に例会決議を行う）

⑤その他

⇒承認：6/28（金）最終例会を移動例会に

変更（かごの屋を予定・詳細は高岡親睦

活動委員長から後日連絡）

⇒承認：事務局ＰＣの件、機器の購入と合

わせてホームページアプリの立ち上げが必

要（山田Ｒに依頼してみる）

以上


