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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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つの
のテ
テス
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

＊8/29（土）地区ロータリー財団セミナー
於：大阪ＹＭＣＡ会館

＊梅澤 喜八郎ガバナー補佐＆
林 芳繁ガバナー補佐エレクト クラブ訪問

登録受付

2Ｆホール

13：30～14：00

第 2055 回例会

開会

14：00～17：00

① 開会 点鐘

上田会長・辻田Ｒ財団委員長

出席予定

② ソング ｢クラブソング」
③ ビジターの紹介

2015 年 8 月 7 日（金）
出席報告

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」

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2054 回

27 名

19 名

79.2％

第 2052 回

27 名

17 名

73.9％

備 考
出席義務免除
4 名（出 1）
補
填
1名

⑥ 第 3 回クラブ協議会
・協議会 13：00～14：30 予定

ニコニコ箱

（＊閉会

●酷暑日が続いています。皆様熱中症には充分ご注

⑦ 閉会

点鐘

13：30 に行う）

点鐘

意下さい。

上田 郁生会員

●池本会員の卓話楽しみにしています。
＊8/22（土）

森下 慶治会員

2015-2016 年度第 1 回クラブ社会奉仕委員長会議
於：薬業年金会館 301 号室
登録 9：30～

●熱暑の中、皆様水分補給には充分お気を付けて、
此の暑さを乗り切りましょう。桑田 タア子会員

会議 10：00～12：00

森下 慶治社会奉仕委員長 出席予定

●・毎日酷暑が続いています。健康に留意しましょ
う。
・池本さん卓話頑張って下さい。奥田 長二会員

第 2056 回例会

●池本さんの卓話楽しみにしています。

8 月 28 日（金）

☆皆出席祝 20 年 桑田 タア子会員
☆卓話「最近の石油情勢 パート４」
森下

慶治会員

皆さん“盆バカンス！”

品川 芳洋会員

●暑い日が続いておりますので、皆様にはご自愛下
さいませ。

坂原 守哉会員

★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

●先週はお休みさせて頂きすみません！
武田 大輔会員
●会員増強月間卓話、体調不良のため聞き取りにく
いと思いますが、よろしく。

池本 繁喜会員

●池本さん卓話よろしくお願いします。
長尾 穣治会員

『悲惨な経験を思い出したくない。』
『犠牲になっ
た同胞がいるのに自分は生き残った。』という後
ろめたい感情など、日本人特有の潔さや奥ゆかし
さではないでしょうか。
広島と長崎は 100 年間草木も生えることはない
といわれながら、数年で復興しています。
広島・長崎の人々の復興への信念と努力に敬意を

●今回合計

表し、原爆犠牲者に心から哀悼の意を捧げ、2 度

7,000 円

とこのような悲劇が起こらぬよう心から願いま
●累計

す。

169,000 円
8 月誕生月祝
武田会員・堀内会員・高橋会員

会長の時間

幹事報告
①次週、8/14（金）は定款による休会で、次々
週 8/21（金）は第 3 回クラブ協議会が開催さ

8月6日

広島に、8 月 9 日

長崎に原爆が投下され

れますので宜しくお願い致します。

ました。
人類史上初めての原爆投下。そして唯一の核兵器の
実践使用となりました。
広島では 14 万人、長崎では 9 万人もの人がこの爆弾
投下によって命を落としています。

「会員増強月間に因んで

投下後の放射能による影響で亡くなった人を含める

～仲間を増やそう～」

と、更にその数は増えます。そして今でも被爆によ

池本

る後遺症により苦しんでいる人が多数いる状況で

会員増強（職業分類含む）委員長

繁喜

す。
戦争の早期決着というのが原爆投下の理由とされて
いますが、広島では「ウラン型」
、長崎では「プルト
ニウム型」という異なるタイプの原子爆弾が投下さ
れていることから、放射能障害の人体実験であった
とも言われています。

8月は『会員増強・拡大月間』であり、「会員
増強」は「ポリオ撲滅」とともに、ＲＣの最重要
課題として取り組むよう、全てのロータリアンに
求められています。
会員増強委員会の今年度の方針・活動計画は、
木村委員、森田委員、委員長の私の3名で検討を

1945 年 6 月頃から日本はソビエト連邦に和平仲介を

行い3項目の方針を掲げました。

依頼し、戦争終結に向けて行動していました。降伏

①全会員の協力のもと増強に最大限努力する。

は時間の問題であったにも拘わらず、原爆は投下さ
れたわけです。しかも非戦闘員の子ども・老人・婦
人などを標的とした投下であり、アメリカ軍部から
も「投下の必要はなかった。」とのコメントもありま
す。しかし日本国民からの反米感情は 1946 年の調査

地区から増強委員長に配られた「会員増強の手
引き」に、会員が居てはじめて、クラブは効果的
な奉仕を行うことができる。その為にも会員増強
が必要であり、勧誘活動を先導するのは増強委員

でも「アメリカに憎しみを感じた。」と答えた人はわ

会だが、新会員を実際に勧誘するのは会員ひとり

ずか 12％程しかなかったそうです。これは終戦後の

一人の責務である。

生活に必死で、『恨みを言っている場合ではない。
』

とした上で、全会員が増強委員の気持ちで、友人

やその家族、仕事関係の知り合い、地域の人々に

みながら奉仕の理想を実現するにはそれなりの人

声をかけ入会を勧めるようにと言ったことが書

数が必要です。

かれています。

会員ひとり一人の心に“増強”の火を灯し、全会

増強に関して、少し古い話ですが、板橋敏雄元

員が“増強”に取り組む『マッチ棒の精神』で、今

ＲＩ理事(2001～2002年)の『マッチ棒の精神』と

年度は増強で一定の成果が上がるよう全会員の協

言う有名な言葉があります。

力をお願いします。

何事も自己のやるべきことを深く理解して自

8 月度定例理事会報告

分が燃えなければ、その火を仲間に移すことは

幹事：上山

できない。
会員ひとり一人の心に“増強”の火を灯し、会

●日

時：2015 年 8 月 7 日(金)
例会前

員が一丸となって“増強”に取り組まなければ
成果につながらない。
と言うお話ですが、改めてこの『マッチ棒の精神』
を思い起こし、増強の成果をあげたいと思いま
す。
②クラブ紹介を兼ねた入会勧誘用小冊子を更新
する。

●場

1.

会計報告 7 月分⇒承認

2.

会費未納者の件
⇒8/6 時点での未納者は 2 名。会計名で再度請
求書を送付する。

3.

ガバナー公式訪問時の質問事項について
⇒改革の進捗状況について確認。

4.

会員増強とは、新しい会員を増やすことと、現

8/21 クラブ協議会の件
⇒現状、予定の報告、及び未決定の事項につい

会員がクラブから去っていかないと言う両面が

て意見をもらう準備をしておくよう幹事から

揃ってはじめて達成する事が出来る。
折角新しい会員を迎えても、ロータリーに馴染

所：例会場

案件：

せ、勧誘を行う際に活用して頂きたい。
③会員維持に努めます。

11：15～12：03

●出席者：理事役員 7 名

こちらについては、現在作成に取り掛かってお
り、皆さんの協力を得ながら一日も早く完成さ

惣太

FAX する。
5.

アールブリュット（地区補助金）について

めずに辞めていく新会員や、ベテラン会員が去っ

⇒申請額 504,016 円であったが、レートの変動

て行っては真の増強とは言えない。

により 529,604 円の地区補助金が振り込まれ

「会員増強の手引き」でも、入会候補者を探し

た。クラブ負担は 504,016 円のままで可。

出すと同時に、現会員を維持する必要がある。会

529,604 円+504,016 円=1,033,620 円が予算と

員であり続ける為に、会員にロータリー活動での

なる。

充実感を感じさせることも大切。と言った文章が

補助金についての質問事項については鈴木 R

掲載されています。

より地区に確認してもらう。

1973年2月に26名のメンバーで創立された八尾

6.

出席義務免除者の件

東ＲＣは、最盛期には、会員数61名を数える時期

⇒申請書が未提出の会員には再度連絡する。

もありましたが、現在は27名と半分以下になって

免除撤廃の希望者 3 名については撤廃を承認。

います。
勿論会員数の多い。少ないが全てでは無く、奉
仕活動や親睦活動の中身が重要ですが、親睦を育

7.

長期欠席者の例会運営担当について
⇒例会運営委員長と幹事にて再度検討する。
以上

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY

