2019‐20 年度

RI テーマ

地域社会に相手方の
目線に立った奉仕活動

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

Rotary International
国際ロータリー会長

マーク・ダニエル・マローニー

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：長尾 穣治
●幹
事：辻田
摂
●会報委員長：大松 桂右

＊7/9（火）
★大阪柏原ＲＣへ表敬訪問（アゼリア柏原）

2019～2020 年度初例会
｢ロータリーの鐘・槌｣引継ぎ

12：30～13：30

第 2229 回例会

長尾会長、辻田幹事

★八尾中央ＲＣへ表敬訪問

① 開会 点鐘

（ベルドミール桜ケ丘 203 号）

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

18：30～19：30

③ ビジターの紹介

長尾会長、辻田幹事

④ 本年役員理事の紹介
⑤ 近隣クラブ会長・幹事挨拶
八
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第 2230 回例会 7 月 19 日（金）
☆｢ロータリーの友｣紹介
中澤

大阪柏原ＲＣ 会長 伊谷 祐一
幹事 大谷 隆英

剛広報・雑誌委員長代理

☆卓話「キャッシュレス経済学」

八尾中央ＲＣ 会長 露原 行隆

石川

義一会員

幹事 中井 敬和
⑥ 直前会長・幹事に記念品の贈呈

＊今年度より例会が月 3 回になったため、

⑦ 会員及び会員夫人誕生月祝

7 月の例会日は 7/5、7/19、7/26 です。

上田会員、中澤夫人、堀内夫人
⑧ 会員結婚記念日祝 堀内会員
⑨ 乾杯・昼食
⑩ 会務報告

2019 年 6 月 28 日（金）
出席報告

｢会長の時間｣「幹事報告」
⑪ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」
「ニコニコ報告」
⑫ 卓話

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2228 回

27 名

11 名

52.4％

第 2226 回

27 名

14 名

63.6％

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
0名

｢本年度の方針｣
2019～2020 年度会長 長尾 穣治
ニコニコ箱

⑬ 閉会 点鐘

●本年度、皆様には大変お世話様になりありがとう
ございました。

＊例会前：7 月度定例理事会

品川 芳洋会員

★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：月3回 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
★http://www.yaohigashi.org/

E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

Fax:072(997)2620

●いつの間にか 36 年過ぎました。
皆様の支援に感謝。 Ｇ20 が開催されるに合わせて大阪市内は大規模
鈴木 洋会員

な交通規制が始まりました。かつてない規模の国

●本年度最終の例会!!皆様一年間ありがとうござい

際会議とはいえ、かほどの規制をしなければなら

ました。

桑田 タア子会員

●下半期ＨＣ皆出席祝を頂き、ありがとうございま
す。
●最終例会欠席のお詫び。

ないということは恥ずかしいことです。見方を変
えれば大阪の都市つくりができていない長年の

石川 義一会員

ツケがまわってきたと言えます。狭い土地だから

長尾 穣治会

目先のことではなく、将来を見据えた合理的な街

員

づくりが求められるのに為政者がそれを怠って

●品川会長、堀内幹事、1 年間お疲れさまでした。
高岡 正和会員
●2018-19 年度最終移動例会を祝して。
最終例会参加者一同

きたとしか思えません。
アメリカの調査会社が最近、世界の都市で魅力的
なところとして、1 位東京、2 位大阪という嬉し
い評価を発表しました。これから大阪万博や統合
型リゾート構想など大阪がますます脚光を浴び
ます。明るい未来に向けて夢を育みたいもので
す。

6 月皆出席祝
鈴木会員

●今回合計

35,000 円

幹事報告

下半期ＨＣ皆出席祝
石川会員

【配布物】
●累計

734,000 円

①週報
②7 月の予定表

会長の時間
今年度最終例会を大阪の街がＧ20 開催に緊張するま
っただ中、また大阪という都市が、ドラスティックに
進化している此処北梅田にて開くことにしました。
グランフロント大阪は 2013 年、梅田貨物駅跡地の再
開発エリア「うめきた」の 1 期地区に開業しました。
今、その西側で 24 年の街開きを目指して 2 期地区の

【回覧】
①国際奉仕事業『カンボジア』の写真
【連絡事項】
①次週 7/5（金）11：00～

新年度定例理事会

②八尾中央ＲＣより『35 年の歩み

DVD』

閲覧者は事務局へ
以上

開発が進められています。高さ 185ｍと 150ｍのホテ
ルとオフィスの複合ビル、175ｍのタワーマンション
などが誕生します。総延べ床面積約 58 万 6 千㎡は 1
期と合わせると合計 115 万 3900 ㎡にもなり、東京の
六本木ヒルズを上回り、新宿や汐留地区に次ぐ国内
有数の規模になります。

「今年度の回顧」
品川

芳洋会長

4.5 ヘクタールの大きな公園も整備されるそうです。
近くの淀屋橋界隈では大規模再開発が動き出し、御
堂筋を挟んで東西に 28 階建てのツインビルが 24 年

本年度は、クラブテーマを「新しく生まれ変わろ

～25 年に完成予定。

うークラブルネッサンス」を標榜してスタートし
ました。そして方針として、

1. クラブ CI 見直しによるクラブの新生をはか

委員長が好投してくれました。

る。

市の教育委員会、学校関係、児童福祉分野の方々と

2. 親の愛に恵まれない子供たちへ愛の手を

入念な打ち合わせをし、会員各位のご理解も得て、

3. IT 環境つくり元年― ロータリーの活動をよ

われわれのコンセプトに沿う堅実な成果を収めて

りよく知ろう

いただきました。

を設定しました。

また、継続事業として当クラブがインキュベーター
となって支援してきましたアールブリュットにつ

1 年たった今、

いても、今年度は講演会の支援を行い、この文化活

まず、クラブ新生をはかるということについて

動が着実に地域に根付きつつあることを実感しま

は、その心は「いろいろなビジターが訪ねて来る」 した。
クラブを目指すことにありました。しかし、誠に

一方、国際奉仕については、その実行過程において、

残念ながら当初の熱き思いは思いだけに留まり、 会員の皆さんの信託に十分お応えできずに、いろい
十分に成りませんでした。

ろご心配をおかけしたことをあらためてお詫び致

クラブ名についても、2 番煎じ的な名前でなく遍

します。紆余曲折がありましたが、結果的にカンボ

く認知されやすいネーミングに変えたかったの

ジアの孤児達に我々の愛が届けられたと思ってい

ですがクラブ内で真面目に議論する環境には至

ます。

りませんでした。今後、前向きな検討課題になれ

組織の不備を補う、堀内幹事によるフォローにあら

ばと願っています。次いで、重要なのは例会場で

ためて感謝しています。ご苦労をおかけしました

した。途中、長年親しんできた八尾駅前のビルに

が、現地に赴いて、「この子達に何かしてあげたい」

戻ることができ、喜んだのも束の間、元の木阿弥

と言う気持ちを抱いていただいたことは、内なる大

になってしまいとても心残りです。ロータリーの

きな成果だったと思っています。

品格を保てるところに早く移ることができるこ

今年度の活動の中で、親睦×奉仕の観点から、フィ

とを願っています。

リピンＲＣＤＭの創立 40 周年記念式典にクラブか

他方、クラブ運営や会員組織活動については、堀

ら多数の方が出席いただき、長年に亘る国際親善の

内幹事を軸に各委員長の下、きちんと進めていた

絆を強め、またフィリピンの子供たちへの支援がＲ

だいたと評価しています。

ＣＤＭとの共同事業ができたことは意義があった

特に、ロータリーの大きな柱のひとつである親睦

ことと思います。

活動については高岡委員長の誠実な実行力で所

また、クラブの野球同好会の大きな活動として、全

定のプログラムが進められ、クラブ内外の親睦が

国野球大会を主催して八尾東ロータリークラブと

促進されました。

全国のＲＣとの親善を継承できたことは特筆すべ

次いで、本年度方針のテーマである「親の愛に恵

きことでした。

まれない子供たちへ愛の手を」はロータリーの枢

また、本年度は我々の仲間である大松会員が八尾市

要な柱である奉仕活動のコンセプトとして設定

長になられるという慶事がありました。

しました。

クラブ史に大きな花を添えていただきました。まこ

昨今、社会的な問題になる事件が多発しただけに

とにおめでたいことです。

正鵠を得たコンセプトだったと思っています。
この奉仕活動に取り組む組織体制が期待通りに

本年度を締めくくるにあたり、会員各位および事務

機能しなかったことは誠に遺憾なことでした。任

局の山本さんのご協力とお力添えをいただいたこ

命責任を痛感しています。

とに深く感謝し、厚く御礼申し上げます。

しかしながら、国内向け社会奉仕については中澤

トトークライブ）
・国際奉仕事業（カンボジア

「今年度の回顧」
堀内

伸也幹事

渡航）
・市内８クラブ交歓会・クラブ会長、副
会長、幹事杯ゴルフコンペ開催
（2019/06）

【本年度の変化】
会長方針のもとに変化し新しく生まれ変わる

岩国西ＲＣ創立 50 周年記念式典出席・ＩＭ４
組会長幹事会（金輪会）出席

・幹事報告（最後に各地の温度発表）
・例会場探索（かがやき→バンケット→かがやき）

※会員の皆様、クラブ運営に関して多大なるご

・接待交際費のクラブ補助

協力いただきましたこと、厚く御礼申し上げま

・例会準備（5 チーム編成で進行）

す。

・ＩＭ４組の編成
（旧４・８組を合同し 14 クラブになる）

2018-19 年度最終例会及び会員懇親会
のご報告
親睦活動委員長

【本年度の推移】

高岡

正和

（2018/07）
新年度、近隣クラブ表敬訪問・ＩＭ４組会長幹事

最終例会は、6/28（金）12：00 より大阪梅田『ラ

会（金輪会）出席

グナヴェール プレミア』のレストランで開催し

（2018/10）

ました。ビルの 28F で奈良生駒山や富田林 PL 塔、

四和会・四輪会・ＩＭ４組会長幹事会（金輪会）

あべのハルカスビルなど大阪の南西から南東方

出席・選抜野球大会（ホスト：八尾東ＲＣ）
・東

面が一望できる素敵なレストランでした。

大阪みどりＲＣ創立 20 周年記念式典出席

会長・幹事の本年度回顧の報告があり、その後は

（2018/11）

大変美しく、美味しいコース料理を頂きました。

ガバナー公式訪問・国際奉仕事業（カンボジア渡

ご出席の会員皆様で楽しく談笑しながら約 1 時

航）

間半ほどでおひらきとなり、無事に本年度最終例

（2018/12）

会を終了いたしました。

地区大会・大阪御堂筋本町ＲＣ創立５周年記念式

昨年度役員の皆様、大変お世話になりまた、大変

典出席

お疲れ様でした。

（2019/01）
ＩＭ４組会長幹事会（金輪会）出席
（2019/02）
ダウンタウンマニラＲＣ40 周年記念式典でフィ
リピン渡航
（2019/03）
ＩＭＲＤ開催（ホスト：大阪なにわＲＣ）
・八尾菊
花ＬＣ創立 40 周年記念式典出席
（2019/04）
次年度の為の地区研修・四和会・四輪会・クラブ
親睦旅行（職業奉仕を兼ねて京都：天橋立へ）
（2019/05）
社会奉仕事業（電動自転車寄贈、アールブリュッ

本年 1 年間、ご協力頂きありがとうございまし
た。

