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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！

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

四
四つ
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

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

2015 年 10 月 9 日（金）
出席報告

第 2062 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
④ 会務報告

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2061 回

27 名

20 名

83.3％

第 2059 回

27 名

16 名

69.6％

備 考
出席義務免除
4 名（出 1）
補
填
1名

｢会長の時間｣「幹事報告」
⑤ 委員会報告

ニコニコ箱

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑥ 卓話 ｢議会のしくみ｣ 大松 桂右会員
⑦ 閉会

点鐘

●野球大会（新潟大会）応援ありがとうございまし
た。残念な結果でしたが来年は頑張ります。
上田 郁生会員
●谷村君、先日のピッチング素晴らしかったです。

★10/16（金）ＩＭ会長・幹事会

野球同好会の皆さん、ご苦労さんでした。

於：シェラトン都ホテル大阪
3 階「三笠の間」17：00～19：00
上田会長、上山幹事 出席予定

池本 繁喜会員
●谷村さん、卓話ご苦労様です。しっかりと米山が
集まります様に。

奥田 長二会員

●誕生祝いありがとうございます。
第 2063 回例会

10 月 23 日（金）

桑田 タア子会員

☆卓話なし

●池本さんフォーラムの主宰ありがとうございまし

☆第 4 回クラブ協議会

た。
家内の誕生祝いありがとうございます。

★10/29（木）第 87 回四輪会

品川 芳洋会員

（ホスト：八尾東ＲＣ）
於：春日台カントリークラブ

●早退のお詫び。

集合：8：00 スタート：8：34

●10 月 2 日～4 日、新潟での選抜大会で親睦深めて

上田会員、上山会員、高橋会員、武田会員、

きました。

山田 哲男会員

長尾 穣治会員

谷村会員、辻田会員、堀内会員、柳会員、

●誕生日祝、有難うございます。

山田会員

●谷村さん、卓話お疲れさまです。武田 大輔会員

出席予定

中澤 剛会員

★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

●谷村会員、卓話よろしくお願いします。

幹事報告

大松 桂右会員
①23 日（金）に第 4 回クラブ協議会を開催致し
●今回合計

9,000 円

ます。それに伴って、PDCA リストの提出が 16
日までとなっておりますので、各委員長様、

●累計

219,610 円

宜しくお願い致します。
10 月結婚記念日祝
上田会員

10 月誕生月祝
谷村会員・中澤会員・桑田会員

「今後の米山記念
奨学会について」
米山奨学委員長
谷村

会長の時間

政哉氏

米山奨学会とはどういうもので、どういう活動
をするのかは皆さんもご存知なので簡単にご説

10 月の 3 日 4 日と新潟で開催されました「第 12 回グ

明させていただきます。

レン＆千杯田中作次旗争奪全国選抜大会」に出場し

勉学、研究のために日本に在留している私費外

てきました。

国人留学生に対し、日本全国のロータリアンか

10 月 2 日には全国から 16 クラブが参加し、約 250

らの寄付金を財源に奨学金を支給し支援する、

名での例会と前夜祭になりました。新潟出身の元阪

民間の奨学財団です。

神タイガース掛布雅之氏の講演や、ホストクラブの

その目的とは、将来母国と日本との架け橋とな

新潟南 RC の会員によるバンド演奏など、賑やかで有

って国際社会で活躍する優秀な留学生を奨学す

意義な前夜祭でした。

る目的としています。

試合結果ですが、1 回戦久留米北 RC には当クラブの

２０１４－２０１５年度の寄付金は約 14 億

会員の応援を沢山いただき快勝しましたが、2 回戦松

1500 万円でした。前年度と比べて５.８％増（普

山南 RC に逆転負けをしてしまいました。各チームと

通預金２.０％増、特別寄付金７.５％増）、約７

も増強という名のもと戦力増強をしていて、勝ち抜

７００万円の増加です。寄付金額が２００８年

くのは至難となってきています。

度以来、６年ぶりに１４億円を超えました。個

参加クラブの方と話していますと、野球を活用して

人平均寄付金額も３年連続で１５０００円台を

増強しているというチームが多く、一年で数名の野

超える１５９９６円となりました。また、３４

球経験者を増強しているというクラブが多くありま

地区中２４地区が前年度の個人平均寄付額を上

した。八尾東 RC も趣味を通じての増強も考えなけれ

回りました。

ばいけないと感じました。
ロータリーを理解してから入会をするのが大前提で

７月１８日に開かれました、２０１５年度クラ

すが、入会してからより深くロータリー活動を理解

ブ米山奨学研修会では、今後の奨学生の受け入

していくという事も大切ではないでしょうか。内な

れ体制について、協議が行われました。

る人づくりにカを注ぎ増強を頑張りましょう。

現在は 1 人の奨学生に対し、1 クラブですが、奨
学生の人数に対し、世話クラブの立候補の数が

上回り、奨学生を受け入れたくてもできない状態
など、そう言った問題の中、１人の奨学生に対し
て、２，３クラブがお世話をするという体制を来
年度から実施するか、しないか、その事について
参加者でディスカッションが行われました。
さまざまな意見が出る中、来年以降の奨学生受け
入れ体制がどうなるにしろ、当クラブでも、力に
なれるようにしていきたいと思います。

10 月度定例理事会報告
幹事代理：中澤 剛
●日

時：2015 年 10 月 9 日(金)
例会前

●場

11：05～11：55

所：例会場

●出席者：理事役員 7 名・オブザーバー1 名

1. 会計報告 9 月分⇒承認。
2. 東日本豪雨災害義援金の件
⇒募金箱を回覧後、不足分をニコニコより
補てんし、合計 10 万円を送金する。
（承認）
3. 新入会員候補の件
⇒職業分類委員会へ回付。（承認）
4. 国際奉仕活動の件
⇒ダウンタウンマニラ RC 側の計画に応ず
る。（承認）
5. クラブバナーの件
⇒現在 30 部以下であるが、今すぐには発
注せず、発注したらどれくらいで納品可能
かどうかの確認のみ行っておく。
（保留）
6. ガバナー補佐候補選出の件
⇒年内に候補者を選出予定（継続）
7. IM 及び 45 周年記念準備委員会発足の件
⇒年内に発足予定（継続）
8. その他⇒人事案件について協議した。

以上
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