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

＊7/27（土）2019-2020 年度
クラブ社会奉仕・国際奉仕

第 2230 回例会

合同委員長会議

① 開会 点鐘

於：大阪社会福祉指導センター ５Ｆ

② ソング ｢クラブソング」

登録 13：30～ 会議 14：00～16：30

③ ビジターの紹介

高橋 広一国際奉仕委員長

出席予定

④ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」
2019 年 7 月 5 日（金）
出席報告

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
中澤

剛広報・雑誌委員長代理

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2229 回

27 名

15 名

71.4％

第 2227 回

27 名

13 名

61.9％

⑦ 卓話 ｢キャッシュレス経済学｣
石川 義一会員
⑧ 閉会 点鐘

備 考
出席義務免除
10 名（出 4）
補
填
2名

ニコニコ箱
●八尾ＲＣ 笠井会長様、吉田幹事様、大阪柏原ＲＣ
伊谷会長様、大谷幹事様、八尾中央ＲＣ 露原会長

＊7/23（火）新旧理事役員慰労会
於：リノアス 8 階 パウハナ

18：00～

様、中井幹事様、本日は表敬訪問ありがとうござ
います。
クラブ会員の皆様、1 年間宜敷く御願いします。
長尾 穣治会員

第 2231 回例会 7 月 26 日（金）
☆皆出席祝 11 年 石川

●八尾ＲＣ会長 笠井様、幹事 吉田様、大阪柏原Ｒ

義一会員

Ｃ会長 伊谷様、幹事 大谷様、八尾中央ＲＣ会長

☆卓話なし

露原様、幹事 中井様、遠路、表敬訪問有りがとう

☆第 1 回クラブフォーラム

ございます。

クラブ運営委員会部門
堀内 伸也クラブ運営委員長

新年度会長、幹事、役員の皆様、御苦労様です。
よろしくお願い致します。

桑田 タア子会員

★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

会長の時間

●長尾会長、辻田幹事就任おめでとうございます。
山田 哲男会員
●八尾ＲＣ、大阪柏原ＲＣ会、八尾中央ＲＣ、各クラ

品川直前会長、堀内直前幹事におかれましては 1

ブ会長、幹事様、遠路、ご来訪ありがとうございま

年間大変お疲れさまでした。有難うございまし

す。今年度よろしくお願い致します。

た。

当クラブ初例会、今年度会長、幹事、理事、役員の

本日は親クラブの八尾ＲＣ 会長 笠井 実様、幹

皆様、よろしくお願い致します。

事 吉田 法功様、大阪柏原ＲＣ 会長 伊谷 祐一
奥田 長二会員

様、幹事 大谷 隆英様、八尾中央ＲＣ 会長 露原

●八尾ＲＣ会長 笠井様、幹事 吉田様、大阪柏原ＲＣ

行隆様、幹事 中井 敬和様、ご訪問ありがとうご

会長 伊谷様、幹事 大谷様、八尾中央ＲＣ会長 露

ざいます。

原様、幹事 中井様、ご訪問ありがとうございます。 本日はプログラム内容も多く、後ほど、本年度の
今期よろしくお願いします。 石川 義一会員

方針の卓話も御座いますのでこの辺で。

●本年度初例会、八尾ＲＣ、大阪柏原ＲＣ、八尾中
央ＲＣ、ご訪問ご苦労様です。 森下

慶治会員

●長尾年度のスタートをお祝い申し上げます。
品川

芳洋会員

大阪柏原ＲＣ様

八尾ＲＣ様

●八尾ＲＣ、大阪柏原ＲＣ会、八尾中央ＲＣ、本年
度会長、幹事の皆様方、表敬訪問ありがとうござ

八尾中央ＲＣ様

います。
本年度、長尾会長はじめ役員理事の方々、お世話
になりますが、よろしくお願いします。
山田君、お久し振りです。

幹事報告

池本 繁喜会員
【配布物】
①週報

●今回合計

20,000 円

②上半期請求書
③2019 年規定審議会
クラブと地区に関連する重要な変更

鐘と槌の引継ぎ

④今年度理事役員の皆様には、ガバナー月信
7 月号
⑤上半期卓話担当者には、卓話依頼書
【回覧】
2019-20 年度理事役員

①ガバナー月信 7 月号
②日本のロータリー100 周年記念ピンバッチ
配布の件
【連絡事項】
② 7/9（火）表敬訪問の件
②今年度より例会が月 3 回のため、次回の例

前年度会長・幹事へ記念品贈呈

7 月結婚記念日祝
堀内会員

会

された重点分野において活動します。
しかし、ロータリーのみらいの形を作る本当の場所

「本年度の方針」
長尾

穣治会長

はクラブです。刻々と変化する現実に対応するため
に、ロータリーはクラブに注カしていかなければな
りません。

今年度の会長方針の前に 2019－20 年度の国際ロ

クラブはロータリーでの経験の中心部ですが、今で

ータリー会長マーク・ダニエル・マローニー氏の

はクラブの在り方をより創造的かつ柔軟性をもっ

お言葉を紹介します。

て決めることができます。これには、例会の方法や、
何をもって例会とするかを検討することも含まれ

『ロータリーは世界をつなぐ』

ます。会員増強のアプローチにおいては、組織立っ

ロータリーの礎は「つながり」です。若い弁護士

た戦略的・革新的な方策が必要です。

としてシカゴにやってきたポール・ハリスがロー

そうすることで、地域社会とのより広く、深いつな

タリーを創設した最大の理由、それは見知らぬ街

がりができるだけでなく、より多様な会員に魅力を

でほかの人たちと「つながる」ことでした。それ

感じてもらい、積極的な参加を促すことができるで

から 1 世紀以上がたった今、私たちの周りにはポ

しょう。

ール・ハリスの時代には想像もできなかったよう

実際のところ、ロータリーは家族です。そうである

な友情とネットワークを築くための方法が数多

にも関わらず、会員組織の構造やリーダーシップの

く存在します。それでも、ロータリーにおける「つ

要求などがあることで、今日の若い職業人にとって

ながり」は独持であり、他に類を見ません。

はロータリーが手の届きにくい存在となっている

国際ロータリーには、地域社会とのつながり、職

ようです。ロータリーは、家族との時間を犠牲にす

業のネットワークを広げ、強くて末永い関係構築

るのではなく、家族との時間を補うような経験を提

ができる確固とした使命と構造があります。

供する場である必要があります。クラブが温かく、

会員による数多くのプロジェクトやプログラム、 みんなを受け入れるような雰囲気があれば、家族と
ポリオ撲滅運動におけるロータリーのリーダー

奉仕活動は両立でき、家族志向の若い職業人にロー

シップ、国連との協力などを通じ、私たちはグロ

タリー奉仕や市民としての参加の機会を提供でき

ーバルコミュニティとつながっています。私たち

ます。また、ロータリーの役職に対する期待事項を、

の奉仕活動は、同じ価値観を共有し、より良い世

多忙な職業人にあわせて現実的かつ管理可能なも

界のために行動したいと願う人々の結びつきを

のとすることで、将来ロータリーのリーダーとなる

もたらします。

次世代のロータリアンのスキルを高め、ネットワー

また、ロータリーがなければ出会うことのなかっ

クを築くことができるでしょう。

た人びと、共通の考えを持った人びと、私たちの

2019-20 年度には、
「ロータリーは世界をつなぐ」の

支援を必要とする人びととつながり、世界中の地

テーマの下、ロータリーの奉仕を通じて、有能で思

域社会で人生を変えるような活動を行うことを

慮深く、寛大な人びとが手を取り合い、行動を起こ

可能にしています。

すためのつながりに気付いてまいりましょう。

21 世紀の新たな 10 年の始まりに、私たちはロー
タリーのみらいの形を作っています。2019－20 年

続きまして、ＲＩ第 2660 地区ガバナーは四宮 孝郎

度、ロータリーは新しい戦略計画を実行に移し、 様です。
規定審議会が採択した革新性に応え、活性化

地区スローガンは「Stand by you あなたと共に」で

す。

に説明させていただきます。

四宮ガバナーがスローガンを設定するにあたり 2 つ

四宮ガバナーが最後に、昨年 2 月に開催された米

の事を思い描きました。

山財団 50 周年の講演にて次のような話がありま

私たちは奉仕活動をする際、常に相手方に寄り添い、 した。
同じ目線に立って計画し実施して参りましょうと…。 アダム・スミスの言葉を引用され、
四宮ガバナーは「ロータリーで一番大切な人はクラブ

【傾ける耳】【涙する目】
【差し伸べる手】

会長だ」と言っておられます。

この 3 つを備えていたのが米山梅吉翁でしたと

プレッシャーです…。

述べられました。

リーダーとしての皆さんの仕事は「自ら最大限の努力

私たちは米山梅吉翁と同じロータリアンです。

をして目標を達成する事」ではなく、「周りの人びと
の意欲を引き出し、目標を達成する事」です。

今年度の八尾東ロータリークラブ スローガン

そのための 4 つの強調事項が

・地域社会に相手方の目線に立った奉仕活動

① ロータリーを成長させることです

・創立 50 周年に向けた土台作り

退会者の原因を分析し、会貞維持に努めなければな

≪方針≫

りません。

・障がい者に対しての奉仕

ロータリー創設以来続いている【職業分類制度】を

・会員増強

見直し、活用することにより新入会員を見つける必

今年度は社会奉仕と会員増強に注カします。

要があります。
② 家族との絆

社会奉仕は経験豊富な大橋社会奉仕委員長にお

ロータリー活動と家族の時間が競合せず、互いに受

願いして、障がい者の家族に目を向けた講演会

け入れられるようなロータリーの雰囲気を作って

を行う予定です。

いく必要があります。

その他としてはアールブリュット、前年度より

③ 多忙なロータリアンもリーダーになれるようにす

持ち越しています朝食を食べられない子供たち

る

への援助など、地域密着の奉仕活動を地区補助

ロータリー行事に参加し、大きな喜びと感動を得ら

金を使わずに行います。

れるような魅力があれば仕事の時間を割いてもそ

会員増強は、4 年後の創立 50 周年に向けて行っ

れに勝る得られるものがあるはずです。

ていきます。

④ ロータリーと国連との連携の強化

前年度の上田会員増強委員長のご尽力で、8 月か

2020 年はロータリー115 周年にあたり、国連は 75

ら 9 月頃の入会予定で 2 名、増える予定でござ

周年を迎えます。

います。

国連の創設以来、ロータリアンの果たしてきた役割

今年度は辻盛会員増強委員長の幅広い人脈で 1

は大変大きく、ポリオ撲滅活動におけるユニセフと

名ないし 2 名の増強をお願いしています。

の連携はその良い例です。

また、退会防止の為、ロータリー歴の長い会員皆

今年度は世界各地で共同の国際イベントを開催す

様に退会防止をしていただきますようご協力の

る予定です。

程宜しくお願い致します。

この 4 つの強調事項を述べられたその気持ちを共有

当クラブの会員は、1988 年 7 月～1989 年 6 月に

して今年度の活動をして参りましょう。

は 61 名からなる大所帯でしたが、2010～12 年に

そのほか、ビジョン声明などありますが、会長の時間

は 23 名にまで減少しました。

皆様の努力の甲斐があって 2014～15 年には 27 名

⑦ダウンタウンマニラＲＣとの共同奉仕事業の件
→ 本年度はフィリピン 先住少数民族への支援

までになりました。
クラブ創立 50 周年には 35 名の会員数で迎えられ

を行う。万が一、それがだめな場合には貧し

たらと思っています。

い大学生への奨学金支援とする。
（承認）

⑧2020 年 1 月 9 日（木）移動例会の件

7 月度定例理事会報告

→ 曜日だけ変更とし、例会場はかがやき

幹事：辻田

摂

ミー

ティングルームとする。
（承認）

●日 時：2019 年 7 月 5 日(金)
例会前

11：00～12：15

⑨2019 年規定審議会クラブと地区に関連する重要

●場 所：かがやき ミーティングルーム
●出席者：理事役員 7 名

な変更の件
→ 本日、会員各位に文書を配布。特にメーキャ
ップの件が大幅変更。
（確認）

案件：
①会計報告６月分 → 承認

⑩ロータリー・クラブセントラルを活用したクラブ
活動進捗管理説明会参加者の件

②前年度に次年度理事役員会合で決めてきたこ
との再確認

→ 8/27（火）に堀内副会長、辻田幹事の 2 名で
参加する。
（決定）

→ 例会の回数変更等前年度に例会決議済。
（確認）

⑪新旧理事役員慰労会の件
→ 7/23（火）18：00～ リノアス 8 階 「パウハ

③7/5 時点での会員数確認 →

27 名（承認）

④安田会員の件

ナ」にて。
（決定）

⑫事務局 7/18（木）休暇の件 →

承認

→ 品川Ｒと鈴木Ｒで御見舞に行く。
（承認）
⑬事務局の夏季休暇について（8/13-19 希望）
⑤クラブ内規変更の件

→ 承認

→ 名誉会員及びクラブサポーター制度をク
ラブ内規に追加案の提出有り。
7/5 にて理事会決議済。次回 7/19 の例会に
て会員に承認を得る。（承認）

⑥出席義務免除者の件
→ 池本Ｒ、奥田Ｒ、木村Ｒ、桑田Ｒ、坂原Ｒ、
大松Ｒ、松本Ｒ、森田Ｒ、安田Ｒ、山田Ｒ
の 10 名。
（承認）
出席義務免除届が未提出の会員には幹事
より連絡する。

以上

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

