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出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2225回 27名 10名 50.0％
出席義務免除

7名（出 0）

第2223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

＊鈴木 慶一ガバナー補佐＆

加茂 次也ガバナー補佐エレクト クラブ訪問

第 2226 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢クラブソング」

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 「ロータリーの友」紹介

浅井 寿徳広報・雑誌委員長

⑦ 新旧クラブ協議会

・協議会 13：00～14：30 予定

（＊閉会 点鐘 13：30 に行う）

⑧ 閉会 点鐘

第 2227 回例会 6月 21 日（金）

☆卓話「ＭＭＴ」山田 哲男会員

＊6/21（金）金輪会

（ＩＭ４組 新旧合同会長・幹事会）

於：シェラトン都ホテル大阪 3階 飛鳥の間

受付：18：00～ 開始 18：30～

品川会長、堀内幹事、長尾会長エレクト

辻田次年度幹事 出席予定

＊6/22（土）八尾市生涯学習センターかがやき

フレンドシップ総会

於：かがやき 4階 視聴覚室 10：00～

長尾会長エレクト 出席予定

ニコニコ箱

●6月に入り雨が降り大変ですが、皆様ガンバッて下

さい。           桑田 タア子会員

●ダウンタウンマニラＲＣのベンさん家族は 5泊 6

日の大阪をエンジョイして岩国へ出発しました。

高岡さん、高橋さん、山本さん、お疲れ様でした。

鈴木 洋会員



●今回合計 6,000円

●累計  676,000円

・1961 年（昭和 36 年）

   東京国際大会を開催、参加 74ヶ国、23,366

   人登録。

・1962 年（昭和 37 年）

   日本のＲＣの数・会員数が、米英に次いで

   3 位となる．

・1977 年（昭和 52 年）

   第 69 回東京国際大会開催、参加 95ヶ国

   39,834 人が参加．

・2004 年（平成 16 年）

   関西初、第 95 回ロータリー国際大会開催、

   112 ケ国 45,595 人の登録があり、開催場

   所は大阪ドームでした。

・2005 年（平成 17 年）

   ロータリー100 周年国際大会がシカゴで

   盛大に開催されました。当クラブからも十

   数名が参加致しました。

今回はロータリー国際大会のみ抜粋して取り上

げてお話しました。

一世紀以上も続いているロータリー、世界情勢、

社会情勢により色々と変化もありましたが、皆

様、今年度もあと少し、次年度に夢を託して頑張

りましょう。

6 月誕生月祝 辻田会員

幹事報告

【配布物】

①週報

【回覧】

①6月ガバナー月信

【連絡】

①6/8（土）岩国西ＲＣ 創立 50周年式典参加

（鈴木Ｒ、石川Ｒ）

②6/14（金）次週例会は、ガバナー補佐＆ガバナ

ー補佐エレクトクラブ訪問・新旧クラブ協議会

以上

会長の時間

会長代理：桑田 タア子副会長

ロータリークラブ創設（100 年）の歩み

・1905 年（明治 88 年）

   ポール・ハリス他 3名でシカゴにロータリー

   クラブを創設。

・1920 年（大正 8年）

   日本のロータリークラブ第一号、東京ＲＣが

   誕生。

・1922 年（大正 11 年）

   大阪に第二番目のＲＣが誕生。

・1925 年（大正 14 年）

   京都ＲＣが国際ロータリーに登録。

   この年 9月粥洲事変が起きる。

・1931・1932 年

   世界不況が続きＲＩのクラブ18～27クラブが

   喪失。

・1993 年（昭和 8年）

   日本が国際連盟を脱退する。

・1949 年（昭和 24 年）

   東京、京都、大阪、名古屋、神戸、福岡、札

   幌のクラブが復帰承認される

・1953 年（昭和 28 年）

   「ロータリーの友」が創刊。

・1955 年（昭和 30 年）

   ＲＩ創立50周年記念国際大会がシカゴで開催

   される。

・1959 年（昭和 34 年）

   国際大会第50回目を迎えニューヨークで国際

   大会開催。

   国際ロータリーが 10000 クラブに達する。



作亭 アベノ店』にて開催。

・2/8（金）に『華連』心斎橋店にて有志食事会に

参加。

・6/28（金）に大阪梅田にあるラグナヴェール・プ

レミア・レストランにて最終例会及び懇親会を行

う予定。

・10/18（木）には大阪柏原ＲＣホストのもと、秋

津原ＧＣにて四輪会ゴルフコンペに柳会員、高橋

会員とともに参加させて頂きました。

同じ組でラウンドした他クラブの会員の方とも、

ゴルフの事やロータリーのお話ができ交流を深

められたと思います。

・2/21～24 にはダウンタウンマニラＲＣ 40周年記

念式典に堀内幹事・安田会員・石川会員・鈴木会

員・森下会員・山田会員と夫人・山本事務局員が

参加し友好を深めて頂きました。

堀内会員についてはベトナムへ 2回訪問して頂き

ありがとうございました。

・4/6（金）・7（土）に天橋立方面へ親睦旅行。

参加会員は 10名。

今回の親睦旅行は、職業奉仕委員と連携しての旅

行でした。

初日は長尾職業奉仕委員長の取引先でもあるト

ーモク神戸工場を見学。

段ボールケースが出来上がる過程を勉強させて

頂きました。

2日目は遊覧船に乗船しての伊根湾めぐりと天橋

立を見下ろせる傘松公園散策。

出石城址近くのドライブインにて名物の出石そ

ば定食を堪能。

2日間とも快晴に恵まれ、桜も見物できました。

ご参加頂いた会員の皆様ありがとうございまし

た。

・4/18（木）にホストクラブとして飛鳥カンツリー

「今年度の親睦活動」

高岡 正和

     親睦活動委員長

ロータリーの中核を成すのは、奉仕と親睦です。

ロータリーの綱領の第 1項に「奉仕の機会として

知り合いを広めること」とあげられており、四つ

のテストの3番目にも「好意と友情を深めるかと」

と謳われています。すべての奉仕活動の源は親睦

に発するもので、親睦こそ奉仕の心を呼び起こす

ものとされています。

また、ロータリーでは「出席と親睦友情、そして

親睦友情と奉仕とは正に表裏一体、不可分の関係

にあり、出席なくして親睦友情なく、親睦友情な

くして奉仕なし」とも言われています。

今年度の親睦委員の活動方針・計画を 3つ掲げま

した。

①会員と会員配偶者の誕生日月、結婚記念日、皆

出席等の慶事には記念品を贈り皆でお祝いし

ます。

②会員の親睦を図るため、親睦会費を年会費と共

に集め、親睦旅行、炉辺会合を兼ねた食事会を

年 4回、会長・副会長・幹事杯ゴルフコンペを

企画し、新入会員があれば歓迎会を行います。

③地区・近隣クラブとの友好を築くため、各種行

事への参加を推進し、また姉妹クラブとの友好

関係は国際奉仕委員会とも連携し発展させま

す。各参加費については、各種行事の趣旨に応

じて補助をします。

【今年度の親睦活動内容】

・7/20（金）に新旧理事役員慰労会と第①回目の

炉辺会合を兼ねて、あべのハルカス12F肉處 阿

倍野 『きっしゃん』店にて開催。

・9/14（金）に『鮨・鮮魚料理 うまいもんや 吾



6 月度定例（新旧合同）理事会報告

（本年度分）

本年度幹事：堀内 伸也

●日 時：2019 年 6 月 7日(金)

例会前 11：00～12：30

●場 所：かがやき 地下 1階

ミーティングルーム

●出席者：新旧理事役員 7名

案件：

①会計報告 5月分 →承認

②社会奉仕活動（朝食補助）の件

  →次年度へ持越し案件とする。

③フィリピンロータリー100 周年記念の件

  →出席なし、先方へ返信メールをする

④2019 年度決議審議会上程案承認の件

  →全て賛成で地区へ提出

⑤今年度ニコニコの件

  →80 万予算に対し 5 月末時点 67 万、13 万

   不足→例会にて幹事より会員へお願いす

   る

以上

倶楽部で第 95回四輪会ゴルフコンペを開催。

参加者は八尾ＲＣ 12名、柏原ＲＣ 4名、八尾

中央ＲＣ 1名、自クラブ 6名の計 20 名で、当

日の天気は快晴、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。

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。

・5/30（木）に万壽ゴルフクラブにて会長・副会長・

幹事杯のゴルフコンペを開催。

快晴の絶好のゴルフ日和の中、参加会員７名と少

ないながらも皆様楽しんでプレーをして頂きまし

た。

奥田会員も皆と同じレギュラーティからラウンド

して頂き、ご高齢とは思えない力強いショットを

打たれていました。

成績の方は、優勝（会長賞）：柳会員、準優勝（副

会長賞）：高橋会員、３位（幹事賞）：高岡という

結果でした。

奥田会員からは、コンペ賞品としてキャディバッ

グを提供頂き本当にありがとうございました。

参加して頂いた会員の皆様、怪我なく無事に終了

して頂いた事に感謝申し上げます。

最後に、今年度は残りわずかとなりました。

親睦活動も6/28の最終例会後の懇親会で終了となり

ます。

皆様、ご参加の程宜しくお願いします。

そして今年度の親睦活動にご参加頂いた会員の皆様

どうもありがとうございました。

6 月度定例（新旧合同）理事会報告

（次年度分）

次年度幹事：辻田 摂

案件：

1.次年度例会日及び例会場一部変更の件

→7 月の例会開催日：7/5、7/12、7/26 として

  いたものを 7/5、7/19、7/26 へ変更。



岩国西ＲＣ 50 周年記念式典に参加して

鈴木 洋

去る 6月 8日（土）17：00 から岩国国際観光ホテル

にて式典が行われ、石川義一会員と鈴木洋の 2名で

参加しました。

会場正面には、日本国旗と米国、フィリピン、台湾

の４ヶ国の国旗が掲揚されているのに驚きました。

米国は姉妹クラブもないのに何故？と思い尋ねる

と、米軍岩国基地のＴ-Ｐが来賓で参加しているか

ら、とのこと。地域性を感じました。

1.参加者 約 250 名

山口県知事、岩国市長、地区ガバナーをはじめ、

ダウンタウンマニラＲＣ 11名、台北南ＲＣ 35

名、そして近隣クラブと三鷹ＲＣ（東京）羽曳野

ＲＣ（大阪）と多彩な来賓でした。

2.友好

羽曳野ＲＣ、三鷹ＲＣのメンバーと盛り上がり、

お互いに例会訪問の約束をしてしまいました。

又、グアム、サイパンを地区内に持つ苦しさも伺

いました。

一夜で多くの友人が出来て幸せでした。

以上

→9/6 及び 11/1 は山徳での移動例会に変更。

2.各種団体への寄付等について

→例年通り、八尾市市民憲章推進協議会会費の

  みとする。

3.次年度奉仕・親睦活動について

→高岡奉仕活動委員長より次年度奉仕活動に

  ついて

  ・国際奉仕は予算 25 万～30 万程度で検討中

  ・社会奉仕は予算 18 万～20 万程度で検討中

→堀内親睦活動委員長より次年度親睦活動に

  ついて

  ・計画は例年通り

  ・クラブ親睦旅行は 3 月末～4 月中頃で予定

4.賛助会員の件

→後藤氏を名誉会員にすることで進める。

5.旧役員慰労会について

→7 月、8 月の例会日で新旧理事役員の都合の

  良い日にする。

6.次年度初例会の件

→食事の内容を変え、アルコールを準備する。

  この件については長尾会長、辻田幹事、山本

  事務局員で決める。

7.その他

◎例会で歌うソングの件

  →次年度より例回数が減るため

  第 1 週は「君が代」と「四つのテスト」で

   固定

  第 2 週以降は「クラブソング」「奉仕の理

   想」「我等の生業」「それでこそロータリー」

   をローテーションする。

以上
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