
★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 2084 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

③ ビジターの紹介

④ 会員及び会員夫人誕生月祝

品川会員、柳会員

⑤ 会員結婚記念日祝

石川会員、桑田会員、森田会員

⑥ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑦ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑧ 卓話 ｢生涯健康脳｣ 池本 繁喜会員

⑨ 閉会 点鐘

★例会前：4月度定例理事会

＊4/7（木）第 88 回四輪会ゴルフコンペ

（ホスト：八尾ＲＣ）

於：春日台カントリークラブ

ＴＥＬ：0743-69-2133

集合：8：00

高橋会員、辻田会員、山田会員 参加予定

２０１６年４月１日（金）第２０７１号

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！

第 2085 回例会 4月 8日（金）

☆｢ロータリーの友｣紹介

        長尾 穣治広報・雑誌委員長

☆卓話「次年度の会長方針」

           中澤 剛会長エレクト

＊4/9（土）

2016～2017 年度のための地区研修・協議会

於：大阪国際会議場

登録開始 12：30 開会 13：00

閉会予定 17：00

出席者（次年度役職者）

中澤会長、高橋幹事、山田 SAA&クラブ運営委員

長、大松職業奉仕委員長、堀内社会奉仕委員長、

谷村青少年奉仕委員長代理髙岡会員、武田国際

奉仕委員長代理鈴木会員、森下 R 財団委員長、

桑田米山委員長、上田クラブ研修リーダー

                出席予定

＊4/14（木）四和会（ホスト：八尾中央ＲＣ）

於：ホテルニューオオタニ大阪 3階

「リバーサイドテラス」

受付：17：30～ 四和会：18：00～

  上田会長、石川副会長、上山幹事、中澤会長エ

レクト、山田次年度副会長、高橋次年度幹事、

山本事務局員          出席予定



2016年 3月 25日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2083回 28名 22名 84.6％
出席義務免除

4名（出 2）

第2081回 28名 20名 76.9％
補    填

1名

バナーなど多くの来賓が出席されていました。ま

た海外からイーストホノルルロータリークラブ、

台北東ロータリークラブ、国内からは富山県の越

中八尾ロータリークラブと友好クラブも遠路出

席されて、盛大な式典でした。

八尾ロータリークラブさんは 50 周年記念式典を

直前に発生した東日本大震災に配慮し、自粛され

たようで、55 周年記念式典にかける思いは、会

員の皆様にとって相当なものであったと思われ

ます。その思いが厳粛で盛大な式典になったよう

に感じられました。

梅澤ガバナー補佐のごあいさつの中で、「55年と

いう長期にわたるクラブ運営に厳格であり品格

を感じられる。」という一文がありましたが、ま

さに厳格を感じる式典でした。八尾ロータリーク

ラブさんの今年度のテーマは、『リラックスロー

タリー』ということでしたが、リラックスの中に

も品格が醸し出されていました。八尾ロータリー

クラブの会員の皆様が、長きにわたり脈々と受け

継ぎ、作り出された雰囲気だと思います。

八尾東ロータリークラブがテーマに揚げている、

『継続は力なり』とは、こういうことだと思いま

す。八尾東ロータリークラブも今後 50年 60 年、

更には 100 年と継続し、厳格で品格ある雰囲気を

作っていきたいものです。

幹事報告

①本日は第 5 回クラブ協議会ですが、例会終了

後、親睦旅行に出発しますので、協議会を 13：

00 より早くに始めたいと思います。13：30 に

終了するようにご協力お願い致します。

ニコニコ箱

●クラブ協議会よろしくお願いします。

  上田 郁生会員

●久し振りに森下さんのお顔を拝見して安心しまし

た。充分養生されて健康を取り戻されますことを祈

ります。            森田 時男会員

●親睦旅行いつも参加が出来ずすみません。おみやげ

はいりません！皆様が無事、帰阪出来ますよう祈念

致します。

3月 18日初孫が無事出来ました。 長尾 穣治会員

●旅行お世話になります。      鈴木 洋会員

●いろいろ欠席で申し訳ございません。

  山田 哲男会員

●19日田院出来ました。ご心配をおかけ致しました。

しばらく家で養生したいと思っております。

                森下 慶治会員

●親睦旅行、おせわになります。  奥田 長二会員

●今日は親睦旅行、よろしくお願いします。

                武田 大輔会員

●親睦旅行不参加ですみません。  大橋 秀造会員

●クラブ親睦旅行参加者全員より

●今回合計     14,000 円

●親睦旅行参加者より 26,000円

●累    計  633,610 円

会長の時間

3月23日に八尾ロータリークラブの創立55周年記念

式典に出席してまいりました。リーガロイヤルホテ

ルにおいて八尾市長やガバナーエレクト、パストガ

クラブ親睦旅行報告

親睦活動委員長 武田 大輔

3/25 の例会終了後、一泊二日の親睦旅行を実施

しました。

14:00に出発し17:30に三重県鳥羽にある相差パ



第 5 回クラブ協議会報告

幹事 上山 惣太

●日 時：2016 年 3月 25 日 12：45～13：30

於 例会場

●委員長欠席：

・会員増強（職業分類）

池本会員 →代理 森田会員

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

⇒計画通り実行。食事内容の見直しについて

は6月末までに皆様の意見を聞きたいと思

う。

・親睦活動

⇒順調に推移。本日 3/25-26 で親睦旅行。あ

とは会長・副会長・幹事杯ゴルフコンペを

計画中。

・プログラム・会報

⇒新入会員 2 名の「私の履歴書」の卓話を実

施済。4/1 の卓話は 3/18 に急遽変更となった

池本会員の卓話をしていただく。6/17 の卓話

が未定。

＜会員組織委員会＞

・会員増強（職業分類）

  ⇒2名増強。

長期欠席者を訪問予定

・会員研修・情報（会員選考）

  ⇒新入会員の研修として他クラブへのメーキ

ャップを計画中。

・広報・雑誌

  ⇒計画書通り。今後は対外広報を行う予定。

＜奉仕活動委員会＞

・社会奉仕

  ⇒6/24-26 にアールブリュット展覧会を開催予

定。その際にはチーム分けを行うので、担当

日にはクラブジャンバーを着用し参加して

いただきたい。

  ・環境保全

   ⇒4/1 例会後に植樹の管理点検を行う予定。

  ・青少年奉仕

   ⇒計画書通り。春のライラにも登録予定。

・国際奉仕

  ⇒1/29-23 でフィリピンを訪問。ダウンタウン

マニラＲＣとダウンタウンマニラＲＣの姉

妹クラブであるサンパブロ市南ＲＣと共同

で小学校へのバックパック寄贈の奉仕実施。

・Ｒ財団

⇒財団月間の 11 月に不足分の寄付をお願い

した。目標額を達成することが出来た。

  ・米山奨学

  ⇒特別寄付 349,000 円は 12/21 に送金済。

下半期普通寄付＠2,500 円×28 名＝70,000

円を 2/17 に送金済。

普通寄付は前期・後期分目標達成。

特別寄付は目標の約 50％。

◎閉会の辞 石川副会長

以上

シフィックホテルに到着。温泉に入り 18:30 より

宴会スタートとなりました。

途中、カラオケも入り楽しいひと時をすごせまし

た。

翌日は朝食後に伊勢神宮の内宮から外宮をまわ

り、昼食ののち八尾に 17:30 に戻ることができま

した。

桜の開花が叶いませんでしたが、好天に恵まれ皆

様のご協力のおかげで無事に終了いたしました。

本当にありがとうございました。



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY 


