
★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 2228 回移動例会 6月 28日（金）

2018～19 年度最終例会及び会員懇親会に伴い、

場所時間変更

於：ラグナヴェール プレミア レストラン

例会：12：00～13：00

☆卓話 ｢今年度の回顧｣

品川 芳洋会長・堀内 伸也幹事

☆皆出席祝 36年 鈴木 洋会員

☆2018～19 年度下半期ＨＣ皆出席祝

石川 義一会員

★会員懇親会 13：00～14：30

２０１９年６月２１日（金）第２２１４号

2019年 6月 14日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2226回 27名 14名 63.6％
出席義務免除

7名（出 2）

第2224回 27名 13名 59.1％
補    填

1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 2227 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 ｢ＭＭＴ」 山田 哲男会員

⑦ 閉会 点鐘

＊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

●鈴木様、加茂様、お世話様になります。よろしく

お願い申し上げます。     品川 芳洋会員

●鈴木ガバナー補佐、加茂ガバナー補佐エレクト、

ご訪問ご苦労様です。     森下 慶治会員



●鈴木様、加茂様、御来訪ありがとうございます。

御指導よろしくお願い申し上げます。

奥田 長二会員

●本日は鈴木慶一ガバナー補佐、加茂次也ガバナー

補佐エレクト、御来訪ありがとうございます。よ

ろしく御指導下さいませ。 桑田 タア子会員

●鈴木ガバナー補佐、加茂ガバナー補佐エレクト、

本日はクラブ協議会ご訪問ありがとうございま

す。             長尾 穣治会員

●鈴木ガバナー補佐、加茂ガバナー補佐エレクト、

訪問ありがとうございます。ご指導よろしくお願

いします。           鈴木 洋会員

●鈴木ガバナー補佐、加茂ガバナー補佐エレクト、

新旧クラブ協議会に訪問いただきありがとうござ

います。御指導の程よろしく！ 池本 繁喜会員

●今回合計 8,000円

●累計  684,000円

幹事報告

【配布物】

①週報

②ロータリー友

③クラブ協議会で使用の本年度活動報告書

及び次年度活動計画書

【連絡事項】

①6/21（金）18：00～ ＩＭ４組

新旧合同会長幹事会

以上会長の時間

先週金曜日、東京銀座新ＲＣの例会にメーキャップ

で訪れました。

1987 年創設。会員数 78名 市川團十郎さんが名誉会

員。例会はコートヤード・マリオット銀座東武ホテ

ル。当日は 46名の会員、ビジター6名が出席。

君が代、4つのテストをピアノ伴奏で斉唱。会長の時

間はスピーチでなく会員最新情報紹介のみの簡単な

ものでした。

卓話は、村岡花子さんのお孫さんの作家の村岡恵理

さんの「岩谷時子物語」。

7 月に同じ題の著書を上梓されるのに因んでのお話

しをされました。

岩谷時子さんは作詞家であらためて知ったのです

が、ザ・ピーナッツの「恋のバカンス」「ウナセラ

ディ東京」、岸洋子の「夜明けの歌」、加山雄三

の「君といつまでも」「お嫁においで」などわれ

われの世代に馴染みのある数々の歌を手掛けら

れています。

神戸女学院を出られ関西に縁がある方で、売れっ

子になる前、生活のため宝塚歌劇団の機関紙に 4

年半も寄稿を続け、やっと本採用になったこと。

小林一三さんや宝塚での越路吹雪さんとの運命

的な出会い、彼女の東宝移籍に伴い、東京に居を

移すことになったなど興味あるお話でした。

新旧クラブ協議会報告

本年度幹事 堀内 伸也

◎本年度分

●日 時 ：2019 年 6月 14 日（金）

13：00～13：30

於 かがやき地下 1階

ミーティングルーム

●委員長欠席：

・クラブ運営    上山会員→代理 高岡会員

・会員組織・会員研修

大松会員→代理 堀内会員

・会員増強     上田会員→代理 堀内会員



【会場監督・SAA】● 桑田Ｒ → 計画書通り

【 鈴木ガバナー補佐からの講評 】

◎閉会の辞   桑田副会長

  ⇒ 全て計画書通り、進行しております。

     今期も残すところ 1ヶ月足らずですが、

     会員皆様のご協力を宜しくお願い致し

     ます。

以上

・奉仕活動     辻盛会員→代理 堀内会員

・国際奉仕     安田会員→代理 堀内会員

・Ｒ財団      森下会員→代理 堀内会員

・米山奨学会    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

◎会計予算  石川会員

【クラブ運営委員会】●桑田委員長

○ 例会運営（上山Ｒ：代理高岡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：代理堀内Ｒ

○ 会員増強（上田Ｒ：代理堀内Ｒ）

→ 計画書通り

○ 会員研修・情報（大松Ｒ：代理堀内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Ｒ）→ 計画書通り

○ 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（代理：堀内Ｒ）

→ 計画書通り

・Ｒ財団（森下Ｒ：代理堀内Ｒ）

→ 計画書通り

・米山奨学会（大橋Ｒ:代理堀内Ｒ）

→ 計画書通り

新旧（次年度第 2 回）クラブ協議会報告

次年度幹事 辻田 摂

◎次年度分

●日 時 ：2019 年 6 月 14 日（金）

13：50～14：30

於 かがやき地下 1階

ミーティングルーム

●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 高岡会員

・青少年奉仕     上山会員→代理 高岡会員

・国際奉仕      高橋会員→代理 高岡会員

・Ｒ財団       上田会員→代理 高岡会員

・米山奨学会     森下会員→代理 高岡会員

●司会進行 辻田幹事

◎開会の辞  長尾会長

・鈴木慶一ガバナー補佐、加茂次也ガバナー補

  佐エレクト、御指導よろしくお願いします。

◎クラブ現況 辻田幹事

  ・現在会員数 27名ですが、次年度 2名の入会

   予定者がいると聞いています。



  ・最近の平均出席率が低くなっていますので、

   次年度はもう少し高くなるよう、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。

  次年度は地区補助金を申請しての奉仕活動は

   予定しておりません。

◎会計予算  中澤会員→ 計画書通り

【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

→ 計画書通りだが、「さらに吸収」を「さらに研

   鑽」に変更

【奉仕活動委員会】

● 高岡委員長 → 計画書通り

○ 社会奉仕 ● 大橋Ｒ（代理：高岡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）→ 計画書通り

○ 国際奉仕 ● 高橋Ｒ（代理：高岡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:代理高岡Ｒ）

→ 計画書通り

＊奉仕事業について、次年度は地区補助金申請は

行わず、全てクラブ単独事業となることを再度確

認した。

【会場監督・SAA】● 堀内Ｒ → 計画書通り

【 加茂ガバナー補佐エレクトからの講評 】

◎閉会の辞   堀内副会長

  ⇒ 次年度も協力してやっていきたいと

     思いますので宜しくお願いします。

以上
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