
★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 2224 回例会 5月 31 日（金）

☆卓話「次年度の為の地区協議会報告③」

高橋 広一次年度国際奉仕委員長

森下 慶治次年度米山奨学委員長

２０１９年５月２４日（金）第２２１０号

2019 年 5月 17日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2222回 27名 14名 66.7％
出席義務免除

7名（出 1）

第2220回 27名 19名 86.4％
補    填

3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 2223 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 例会決議

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 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

⑧ 閉会 点鐘

＊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

ニコニコ箱

●新年度に向けての協議会、全員参加の意義を高め

ましょう。          品川 芳洋会員

●次年度第 1 回クラブ協議会皆様宜しくお願いしま

す。             長尾 穣治会員

●今回合計           1,000円

★ＩＭ登録費差額分をニコニコへ 81,000円



●累計  653,000円

幹事報告

【配布物】

①週報

②次年度協議会計画案資料

【連絡事項】

①国際奉仕事業（カンボジア）無事終了

  ⇒ 後日詳細を提出します。

    （辻盛 R国際奉仕委員長）

以上

会長の時間

新しい令和の時代を迎え、我々はいろいろな課題に

直面しています。

ごく身近なこととつながる地球規模の問題として深

刻さを増すのが、ごみの問題です。

とりわけ、プラスティックによる地球環境汚染への

対策は人類にとって喫緊の課題です。

ロータリーの友 5月号にも特集されています。

考古学の発掘調査で地層を調べたりして出土した化

石や遺物から、当時の生態系や生活風習などを推定

しますが、何世紀も経た未来、地層からプラスティ

ックが大量に発掘されることで、滅んで行った民族

がいたということになりかねません。

日本国内で処理できなかったプラスティックごみを

はじめ、大量の廃棄物が中国やアジアの国々に“輸

出”されています。しかもそれらの多くは処理され

ずに海に投棄されるのが実情のようです。

中国などはあまりの酷さで輸入禁止措置を講じるよ

うになりました。

プラスティックごみの 9 割が、リサイクルされてい

ないそうです。毎年 800 万トン以上のプラスティッ

クがゴミとして海に流れ込んでいるとのこと。2050

年には魚の量よりも多くなると予測されています。

恐ろしいのは、それらの一部はマイクロプラスティ

ックと呼ばれる微小粒として海水に漂い鳥や魚がエ

サと間違えて食べ、それが私たちの体内に至る食べ

物の連環が生まれつつあることです。

プラスティックは大変優れた機能をもつ物質です。

従って、リユース（再利用）、リサイクル（再生）

して生かすことが必要です。

個人個人でできることから実行していきましょ

う。私は、買い物の時には、常に大小のショッピ

ング袋を持っています。みなさんにも是非お勧め

します。

5 月誕生月祝

高岡会員

次年度第 1 回クラブ協議会報告

次年度幹事 辻田 摂

●日 時 ：2019 年 5月 17 日（金）

13：00～13：30

於：かがやき地下 1階

ミーティングルーム

●次年度委員長欠席：

・プログラム・会報 大松会員→代理 堀内会員

・会員増強     辻盛会員→代理 品川会員

・広報・雑誌    安田会員→代理 品川会員

・社会奉仕     大橋会員→代理 鈴木会員

・青少年      上山会員→代理 高岡会員

●司会進行 辻田次年度幹事

◎開会の辞  長尾会長エレクト

◎クラブ現況 辻田次年度幹事

・会員数：27名

次年度 2名の入会予定者がいると聞いていま

す。

・会員平均年齢：62.0 歳



・本年度下半期の平均出席率は

1月は 75.33％、2月は 72.22％、3月は 64.61％、

4 月は 73.97％、でしたので、次年度平均出席

率 80％を越えられるよう、皆様ご出席をお願い

致します。

・次年度の奉仕活動としては

社会奉仕活動として障がい者家族向けの講演

会を 12月 7日（土）にプリズムホールにて開

催を予定しています。

【クラブ運営委員会】○堀内委員長

●例会運営（桑田Ｒ）→計画書通り

●親  睦（堀内Ｒ）→計画書通り

●プログラム・会報（大松Ｒ：代理堀内Ｒ）

→計画書通り

【会員組織委員会】○品川委員長

●会員増強（辻盛Ｒ：代理品川Ｒ）

→計画書通り

●会員研修・情報（品川Ｒ）→計画書通り

●広報・雑誌（安田Ｒ：代理品川Ｒ）

→計画書通り

【職業奉仕委員会】○石川委員長

→＊親睦活動委員会と連携するかどうか、親睦

  委員長と要相談。

【奉仕活動委員会】○高岡委員長

●社会奉仕（大橋Ｒ：代理鈴木Ｒ）

→計画書通り

・環境保全（浅井Ｒ）→計画書通り

・青少年奉仕（上山Ｒ：代理高岡Ｒ）

→計画書通り

●国際奉仕（高橋Ｒ）→計画書通り

  ・Ｒ財団（上田Ｒ：代理高岡Ｒ）

→計画書通り

  ・米山奨学会（森下Ｒ）→計画書通り

【会場監督・SAA】○堀内委員長 →計画書通り

◎閉会の辞  副会長 堀内 伸也

以上

社会奉仕事業のご報告②

社会奉仕委員長 中澤 剛

2019/5/18

5 月 18 日（土）、社会奉仕事業の継続事業である

「八尾にアールブリュットを広める会」の支援とし

て、その会が主催する作品展およびトークライブに

出席しました。

八尾市役所の地下にある Café Rest Pica Pica に

て開催され、当日は、品川会長、長尾会長エレクト

と当方の３名で伺い、協賛金の贈呈を行いました。

作品展およびトークライブは、発達障がいと診断

されたゲストスピーカーの「Aju（あじゅ）」さんの

辛い現実の中で、絵を描く事が、人生の支えの１つ

となっているというお話を明るく、楽しく語ってい

ただきました。

産経新聞社の取材も入り、客席も満席で、遠くは、

東北や北陸から訪れた方もいらっしゃいました。
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