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第 2066 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

｢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」

⑥ 「ロータリーの友」紹介

長尾 穣治広報・雑誌委員長

⑦ 卓話 ｢文化とコミュニケーション｣

              品川 芳洋会員

⑧ 閉会 点鐘

第 2067 回例会 11月 20 日（金）

☆卓話なし

☆第 3回クラブフォーラム

        社会奉仕委員会部門

         森下 慶治社会奉仕委員長

ニコニコ箱

●安田様、御入会おめでとうございます。よろしく

お願いいたします。     上田 郁生会員

●安田さんご入会おめでとうございます。

品川 芳洋会員

●家内の誕生祝ありがとうございます。

辻田さん、財団のお話よろしく。奥田 長二会員

●安田会員入会おめでとうございます。

四輪会、サンパブロ市南ＲＣとの打ち合わせの補

助金ありがとうございます。  山田 哲男会員

●安田さん、御入会お目出とうございます。

池本 繁喜会員

●誕生日に結婚式を行いました。（忘れないため）

鈴木 洋会員

●安田憲司新会員、ご入会おめでとうございます。

今後共宜敷くどうぞ。     森下 慶治会員

●今回合計 12,000 円

●累計  248,610 円

２０１５年１１月１３日（金）第２０５３号

2015 年 11月 6日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2065回 28名 18名 72.0％
出席義務免除

4名（出 1）

第2063回 27名 17名 73.9％
補    填

0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！

11 月誕生月祝

鈴木会員

11 月結婚記念日祝

鈴木会員



会長の時間

10 月 31 日はハロウィンでした。最近は日本でも盛大

になり、すっかり秋の行事として定着してきたよう

です。

近年その経済効果はどんどん大きくなり、2015 年は

バレンタインデーの経済効果 1080 億円を上回り、

1100 億円にもなったそうです。秋から冬にかけての

イベントではクリスマスの6740億円に次ぐビッグイ

ベントとなりました。

ハロウィンといえば仮装が有名で、日本では仮装し

た多勢の人が渋谷のスクランブル交差点に集まり、

警察も出動するほどの騒ぎになっていました。

ハロウィンといえばキリスト教のお祭りというイメ

ージがありますが、キリスト教とは関係ないようで

す。起源とされるのは、古代ケルト人の悪霊を追い

払う祭事だったようです。

悪霊を追い払うための仮装だけが一人歩きし、現代

の仮装パーティーや集会になったようです。渋谷の

人の多さを見ていると、将棋倒しが起きかねない状

況でした。経済効果が大きくなるのは結構ですが、

事故は起こらないように願いたいものです。

幹事報告

①池本指名委員長より次年度役員理事構成について

の報告があり、本日（11/6）の理事会にて承認さ

れました。これに伴って、本年度の副幹事が武田

会員から高橋会員に変更となります。

親善、平和を達成できるようにすること」

②ロータリー財団の歴史

1917 年 RI 会長アーチ・クランフが提案され「世

界のためによいことをしよう」と呼びかけに応え

て「基金」が設立されました。

1928 年基金は 5000 ドルに成長し、国際大会にお

いてロータリー財団となりました。

③2660 地区の実績

地区補助金プロジェクト⇒昨年度 45件

グローバル補助金プロジェクト⇒昨年度以降 16

件

2013ー14年度寄付実績⇒57万 8000 ドル

一人当たり地区平均⇒162 ドル

④財団への寄付の対象

★年次基金

★恒久基金

★ポリオプラス基金

年次基金とは、ロータリーの現在の活動を支援す

る

恒久基金は、ロータリーの未来を支える

⑤目標額

★年次寄付１人当たり 150 ドル以上を。1人当た

り 100 ドル未満のクラブをゼロにする事!!

⑥他クラブの実例

★会費に分割での請求方法を導入した結果、大幅

にアップ!!

★毎月 15 ドルの寄付で年間 180 ドルに!!

☆当クラブの今年度の財団寄付目標額 1 人当た

り 150 ドル。ポリオ寄付目標額 1 人当たり 50 ド

ルをお願いしたいと思っています。

活動計画としまして、前年度の通り基本部分は、

上半期会費と同時にいただき、その他の部分は、

「ロータリー財団について」

辻田 摂Ｒ財団委員長

①財団の標語と使命

≪世界でよいことをしよう≫

「ロータリアンが人々の健康状態を改善し、教育へ

の支援を高め貧困を救済する事を通じて世界理解、



財団月間に案内し、寄付をお願いしていきたいと

思いますので、皆さまご協力よろしくお願いいた

します。

次年度役員理事の件

指名委員長 池本 繁喜

次年度の役員理事が下記の通り指名され、11/6

（金）の理事会にて承認されましたので、お知ら

せ致します。

  

会長ノミニー

（2017-18 年度会長候補者）
大松 桂右

2016-17 年度 役員・理事候補者

クラブ運営委員長・会場監督

・副会長 理事・役員
山田 哲男

幹 事 理事・役員 高橋 広一

会 計 理事・役員 髙岡 正和

職業奉仕委員長・会長エレクト

理事・役員
大松 桂右

会員組織委員長（直前会長）

理事・役員
上田 郁生

奉仕活動委員長 理事 鈴木 洋

理 事 森下 慶治

☆中澤 剛 2016-17 年度会長は昨年 12 月の

年次総会においてに承認済です。

新入会員入会式

新入会員プロフィール

姓  名： 安田
や す だ

憲司
け ん じ

入 会 式： 平成 27年 11 月 6日

職業分類： 検査装置販売

事業所名： (株)ユタカ

所 在 地： 東大阪市新町 24番 12 号

T E L： 072-984-6246

F A X： 072-981-8016



11 月度定例理事会報告

幹事：上山 惣太

●日 時：2015 年 11月 6日(金)

例会前 11：05～12：25

●場 所：例会場

●出席者：理事役員 8名・オブザーバー1名

1. 会計報告 10 月分⇒承認。

2. 次年度役員理事構成の件

⇒池本指名委員長より会長ノミニー及び次年

度理事役員構成の報告があった。これに伴

って、本年度副幹事を武田会員より高橋会

員に変更。（承認）

3. 10/21 のサンパブロ市南ＲＣとの会合の件

   ⇒費用 84,000 円を親睦費より支出する。（承

認）

4. 新入会員候補の件

⇒職業分類委員会へ回付。（承認）

5. 新入会員歓迎会の件

⇒石川クラブ運営委員長と武田親睦活動委員

長に検討してもらう。（継続）

6. 会員候補推薦書＆会員名簿 変更の件

⇒どちらも古い書式であったので、現状に合

わせた書式に変更する。（承認）

7. 地区大会の選挙人 1名選出の件

⇒上山会員を選出。（承認）

8. 地区委員会出向者推薦の件

⇒11/20 までクラブ内からの立候補を募る。

（継続）

9. 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）

10. 年次総会における選挙管理委員（2 名）、立会人

（2名）の選出の件

   ⇒選挙管理委員・・桑田会員、堀内会員

    立会人・・・・・大橋会員、武田会員

    とする。（承認）

11. 2/11 ＩＭロータリーデーの移動例会につい

て

   ⇒例年通り、開始前に立ち例会とする。

（承認）

12. IM 及び 45 周年記念準備委員会発足の件

⇒年内委員長を選出（継続）

13. 11/26（木）事務局休暇の件⇒承認

14. 事務局年末年始休暇の件

⇒12/28～1/4（1/5 より出勤）を承認

以上


