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2015‐16 年度

RI テーマ
ベテランと若手の団結で
品格あるロータリー活動を！

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

四
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スト
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

Rotary International
国際ロータリー会長
K.R. ラビンドラン

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：上田 郁生
●幹
事：上山 惣太
●会報委員長：堀内 伸也

2015 年 7 月 3 日（金）
出席報告

第 2051 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
八尾にアール・ブリュットを広める会
すぎはら

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2050 回

27 名

19 名

76.0％

第 2048 回

27 名

21 名

87.5％

備 考
出席義務免除
7 名（出 5）
補
填
6名

ひろあき

事務局長 杉原 広彰様
④ 会務報告

ニコニコ箱

｢会長の時間｣「幹事報告」

●近隣クラブの会長、幹事様、表敬訪問ありがとう

⑤ 委員会報告

ございます。今年一年よろしくお願いいたします。

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑥ 「ロータリーの友」紹介

●宜しくご指導お願いします。

長尾 穣治広報雑誌委員長
⑦ 卓話 ｢私と映画｣
⑧ 閉会

上田 郁生会員

高橋 広一会員

上山 惣太会員

●今期の上田会長、上山幹事の初例会です。皆様後
押しをよろしく。
八尾ＲＣ 村本会長、飯田幹事、大阪柏原ＲＣ 松

点鐘

田会長、笠井幹事、八尾中央ＲＣ 松下会長、深井
幹事、ようこそいらっしゃいませ。ありがとうご
第 2052 回例会

ざいます。

7 月 17 日（金）

石川 義一会員

●前年度品川会長始め理事役員の皆様ご苦労様でし

☆卓話なし

た。本年度上田会長始め理事役員の皆様お世話に

☆第 1 回クラブフォーラム

なりますがよろしくお願いします。

クラブ運営委員会部門
石川

義一クラブ運営委員長

奥田 長二会員
●八尾ＲＣ、大阪柏原ＲＣ、八尾中央ＲＣの会長、
幹事様、表敬訪問ありがとうございます。

＊7/18（土）クラブ米山奨学委員長、会長エレク
ト・幹事、カウンセラー研修会
於：大阪 YMCA 文化会館

2階

登録 13：00

会議 14：00～16：30
谷村米山奨学委員長、中澤会長エレクト、
上山幹事

出席予定

桑田 タア子会員
●近隣クラブ会長、幹事様、ようこそ！本年もよろ
しくお願いします。

鈴木 洋会員

●本年度もよろしくお願いします。上田会長、上山
幹事、頑張ってください。
●祝！新体制のスタート。

池本 繁喜会員
品川 芳洋会員

★例会場：㈱西武百貨店八尾店8階バンケットルーム ℡:072(997)0111 内線5580 ★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 西武百貨店内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

●上田会長、上山幹事、1 年間、宜敷く御願いします。
長尾 穣治会員
●本年度、皆様宜敷くお願いします。
森下 慶治会員
●表敬訪問ありがとうございます。山田 哲男会員

「本年度の会長方針」
2015-16 年度会長
上田

●最終例会には風邪のため止むをえず欠席しました

郁生

が、理事役員の皆様一年間ご苦労様でした。
今期の理事役員の皆様ご苦労ですが宜しくお願い
します。

森田 時男会員

●新年度よろしくお願いします。 武田 大輔会員

2015-16 年ラビンドランＲＩ会長テーマは
「世界へのプレゼントになろう

Be a gift to

the world」です。
重要項目として、4 項目が挙げられています。

●今回合計 14,000 円

①ポリオ撲滅
②会員増強
③ブランディングの取り組み
④ロータリー財団
2660 地区ガバナー方針、テーマは
「変革を！ロータリーを通じて奉仕（プレゼン

鐘と槌の引継ぎ

前年度会長幹事へ記念品贈呈

ト）を！」
具体的事項は、7 項目です。
①ポリオの撲滅
②会員増強
③ロータリー財団
④戦略計画委員会

2015-16 年度理事役員

⑤地区改革
⑥人材育成
⑦IT の活用
八尾東ロータリークラブは、ここ 10 年間でかな
7 月誕生月祝
上田会員

7 月結婚記念日祝
堀内会員

ガバナー方針の変革というテーマに関しては、
変革は現在進行形で進んでいると思っておりま

会長の時間

す。若い人は行動力があります。何事も迅速に

いよいよ会長としての一年が始まりました。会長任
務の中でもこの会長の時間に一番プレッシャーを感
じています。皆さんの前で毎週お話をするにはいろ
いろな事に興味を持ち、感性を磨くことが大事です。
プレッシャーを感じますが、自己啓発を心掛け、一
年間会長を務めたいと思います。会員の皆様、ご協
力をよろしくお願いいたします。

対応することができます。これは大きな変革だ
と思います。しかし若さゆえの暴走という事も
考えられます。そこでベテラン会員の方にロー
タリーの基本常識等をご指導いただきたく、各
委員会もベテラン会員と若手会員が協力して運
営できるように構成しました。ベテラン会員の
方には若手会員へのロータリー精神の伝授をお
願いいたします。内なる人づくりにご協力をお
願いたします。

幹事報告
①泉直前ガバナーより IM 第 7 組

り若返りました。

基本的には活動内容は各委員長にお任せしよう
大阪南西ＲＣ解

散のお知らせが届いております。

と思っております。ただ継続は力なりという言
葉があるように、続けることによって効果があ

らわれる事項もあります。全部変革する必要はな

案件：

いと思っています。

1.

会計報告 6 月分⇒承認

2.

前年度に次年度理事役員会合で決めてきたこ

社会奉仕活動では前年度に足がかりをつくった

との再確認

障害者支援活動のアール・ブリュットは八尾市で

⇒次年度理事役員会合での決定事項等につい

は初の試みです。是非とも八尾市での成功と定着
に向けて支援を継続していただきたいと思いま

て、本年度理事会として承認
3.

す。

7/1 時点での会員数の確認
⇒27 名でスタートする。

4.
親睦に関しては、2 年前から復活した 1 泊旅行は、

出席義務免除者の件
⇒今年度 7 名の予定。前年度に届け出があり、

クラブ内親睦には非常に効果があると思ってお

今年度分がまだの会員に対しては幹事より

ります。是非とも続けていただきたいと思いま

確認する。

す。

5.

市民憲章推進協議会について

クラブ外の親睦としては、10 月に新潟・11 月に

⇒前年度、会費納入を見合わせたが、先方より

高知にて野球大会が行われます。特に新潟での選

協議会の設立の経緯や趣旨について説明が

抜大会の前夜祭には田中作次元ＲＩ会長が出席

あった。本年度は当クラブから協議会に対

されるようですので、是非とも皆様ご参加いただ

し、委員を選出する必要があり、上田会長を

ければと思っております。

選出。会費も納入することとする。承認
6.

17 日第一回クラブフォーラム（クラブ運営委

11 月末の高知中央ロータリークラブ 30 周年記念

員会部門）について

事業として開催される「龍馬杯野球大会」も、ク

⇒今後のクラブ運営のあり方について討議予

ラブ内外の親睦を深めるのにはいい機会だと思
いますので、有効活用できればと思っておりま

定。
7.

す。

会員増強策について
⇒池本会員増強委員長と石川会員で失敗例、成
功例などの案を作成する。

クラブ運営委員会は数年来実現できていない出

8.

席率 80％を目指し、楽しく明るい例会運営を前年
通り 2 人 1 組の輪番体制でお願いしたいと思いま

新旧理事役員慰労会の件
⇒8/8 のお昼に開催予定。場所未定。

9.

す。

事務局の夏季休暇について
⇒8/10（月）～8/14（金）で承認

奉仕活動委員会の奉仕活動では、継続して効果の
期待できる事業に関しては、継続していただきた
いと思います。

10.

その他
①9/4 ガバナー公式訪問時の懇親会について
⇒出席者は上田会長、上山幹事、石川副会
長、高橋奉仕活動委員長、中澤職業奉仕委

2015-16 年度

八尾東ロータリークラブは、ベテ

ラン会員と若手会員が垣根をなくし、一致団結し
て、楽しく品位あるロータリー活動を行っていき

員長、山田会計とし、懇談会の内容につい
ては次回の理事会で決定する。
②表敬訪問時の会長幹事のビジターフィー

たいと思いますので、会員皆様のご協力とご支援

について

をお願いいたします。

⇒本年度より表敬訪問時にニコニコは持
参せず、ビジターフィーのみとなったた

7 月度定例理事会報告
幹事：上山
●日

時：2015 年 7 月 3 日(金)
例会前

●場

11：00～12：10

所：例会場

●出席者：理事役員 8 名・オブザーバー2 名

め、この分の費用は全額クラブ負担とす
惣太

る。
③近年会食費を下げているが、当クラブのビ
ジターフィーは以前のままであったため、
次回より 2500 円に変更する。
以上

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY

