
★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

第 2056 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢我等の生業」

③ ビジターの紹介

④ 皆出席祝 20年 桑田 タア子会員

⑤ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑥ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑦ 卓話「最近の石油情勢 パート４」

森下 慶治会員

⑧ 閉会 点鐘

＊8/29（土）地区ロータリー財団セミナー

  於：大阪ＹＭＣＡ会館 2Ｆホール

  登録受付 13：30～14：00

開会 14：00～17：00

  上田会長・辻田Ｒ財団委員長 出席予定

第 2057 回例会 9月 4日（金）

立野 純三ガバナー公式訪問

＊例会前：立野ガバナーと理事役員による懇談会

★例会後：9月度定例理事会

☆9月誕生月祝 森下会員、大橋夫人、武田夫人

☆9月結婚記念日祝 高橋会員、山田会員

２０１５年８月２８日（金）第２０４３号

2015年 8月 21日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2055回 27名 17名 73.9％
出席義務免除

4名（出 0）

第2053回 27名 17名 73.9％
補    填

1名

Rotary International

国際ロータリー会長

K.R. ラビンドラン

2015‐16 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：上田 郁生

●幹   事：上山 惣太

●会報委員長：堀内 伸也

ベテランと若手の団結で

品格あるロータリー活動を！

☆卓話「公式訪問に寄せて」

    ＲＩ第 2660 地区ガバナー 立野 純三氏

ニコニコ箱

●梅澤ガバナー補佐、林ガバナー補佐エレクト、本

日はありがとうございます。クラブ協議会よろし

くお願いします。        上田 郁生会員

●梅澤様、前年度はお世話になりました。今年度も

林様と共に御指導の程お願い申し上げます。

                 品川 芳洋会員

●梅澤ガバナー補佐、林ガバナー補佐エレクト、暑

い中、協議会に列席いただきありがとう御座いま

す。御指導よろしくお願いします。

                 池本 繁喜会員

●梅澤ガバナー補佐、林ガバナー補佐エレクト、ご

訪問ありがとうございます。   長尾 穣治会員

●梅澤喜八郎ガバナー補佐、林芳繁ガバナー補佐エ

レクト、ご来訪ありがとうございます。

                桑田 タア子会員

●梅澤ガバナー補佐、林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



●梅澤さん、林さん、ご苦労様です。よろしくお願

いします。           鈴木 洋会員

●施設の盆おどり大会も無事に終わりました。

                大橋 秀造会員

●・梅澤ガバナー補佐、林ガバナー補佐エレクト、

ご訪問ありがとうございます。   

・中学 3 年生の次男が今日、明日、北海道で体操

の全国大会に出場しています。山田 哲男会員

●梅澤様、林様、ご訪問ありがとうございます。

                武田 大輔会員

●8/8の慰労会の残金をニコニコ致します。

               新旧理事役員一同

●今回合計 7,610円

◎累計  176,610円

幹事報告

①活動計画書、活動報告書ファイル内の本年度

活動計画PDCAリストの2枚目にミスプリント

があり、米山奨学委員会と会場監督（SAA）欄

が抜けておりました。本日、修正版を配布い

たしますので、差し替えをお願い致します。

会長の時間

8 月 15 日は 70 回目の終戦記念日でした。

終戦から 70年が経ち、国民の 80％以上が戦後生まれ

になったそうです。

前日の 14 日には、安倍首相の戦後 70 年談話が発表

されました。発表前から「お詫び」「侵略」「反省」

等の文言を談話内に入れるように国内外から要求さ

れていました。50年談話・60 年談話でも反省と謝罪

を表明してきましたが、対外関係が改善したとは感

じられません。むしろお詫びしたことにより悪化し

ているように思えます。

70 年談話ではお詫びを表明しないのではと思ってい

ましたが、いざ発表されると全ての文言が入ってい

ました。50年談話・60 年談話を踏襲するような内容

ではありましたが、違っていたのは、戦争に至った

経緯を述べた上で反省をしている点と、今後の世代

に謝罪を続ける宿命を背負わせてはいけないと表明

したことです。確かに 10年後、20 年後になると

戦争を知る世代がいなくなります。過去を忘れて

はいけませんが、未来に向かった社会づくりをす

るべきだと思います。

また 70 年談話において、日本の国際社会復帰や

復興に力を尽くしてくれた各国に感謝の意を述

べています。世界各国が反省もし、感謝の心を持

ち、戦争のない世の中を作っていくことを願いま

す。

第 3 回クラブ協議会報告

幹事 上山 惣太

●日 時 ：2015 年 8 月 21 日 13：00～13：45

於 例会場

●委員長欠席：

・プログラム・会報

堀内会員 →代理 髙岡会員

・青少年奉仕  柳会員 →代理 高橋会員

司会進行 上山幹事

◎開会の辞  上田会長

◎クラブ現況 上山幹事

◎会計予算 山田会計

各委員会報告

＜クラブ運営委員会＞

・例会運営

⇒7/31 に開催したクラブフォーラムでの意

見も参考に進める予定。



・親睦活動

⇒四輪会の場所が決定（春日台カントリー）

・プログラム・会報

⇒計画書通り

＜会員組織委員会＞

・会員増強（職業分類）

  ⇒会員増強のグループ分けを作成。

現在、勧誘用の新しい冊子を作成中。

出来上がり次第配布する予定。

・会員研修・情報（会員選考）

・広報・雑誌

  ⇒計画書通り

＜奉仕活動委員会＞

・社会奉仕

  ⇒地区補助金申請が許可された。

   アールブリュット展覧会を開催予定。

・環境保全

・青少年奉仕

  ⇒計画書通り

・国際奉仕

  ⇒ダウンタウンマニラＲＣと共同で奉仕を

行う予定。

先方からの返事が来るのが遅めなので、早

期に第一段のメールを送るようにとの意

見があった。

・Ｒ財団

⇒財団寄付 13,000 円、ポリオ 5,000 円を

会費と共に集金したが、目標額 200 ドル

に達するように足りない分は財団月間

にお願いする。

  ・米山奨学

   ⇒上半期普通寄付＠2,500 円×27 名＝

67,500 円は 8/4 に送金済

梅澤ガバナー補佐からの講評・質問

・会員数が少ないのにいろいろな奉仕活動に取

り組んでいるという印象。

・戦略計画委員会についてはどう考えているか？

との質問

  ⇒当クラブではすでにＣＬＰ、ＤＬＰで見直し

を行ったし、当クラブ程度の人数のクラブで

は戦略計画委員会を作ったとしても形骸化

するだけだと思われるので必要ないと考え

ると回答。

林ガバナー補佐エレクトからの感想

・どこのクラブも会員増強は大変だが、相手から

入会したいと思われるクラブになって欲しい。

・フィリピンとの連絡のやりとりが大変なのはよ

く知っているが、国際奉仕はＲＣの大きな醍醐

味の一つ。頑張って下さい。

◎閉会の辞 石川副会長

以上



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY 


