
★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 2089 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 次年度第 1回クラブ協議会

⑦ 閉会 点鐘

＊5/20（金）ＩＭ第 4組 新旧合同会長・幹事会

於：シェラトン都ホテル大阪

3階 中華料理「四川」

受付 18：00～ 開始 18：30～

上田会長・上山幹事

中澤会長エレクト・高橋次年度幹事

出席予定

＊5/21（土）

2016 年「規定審議会報告およびＩＭ再編に

関する説明会」

於：大阪ＹＭＣＡ会館 2Ｆホール

登録 9：00～ 規定 9：30～11：30

ＩＭ再編 11：30～12：30

中澤会長エレクト、高橋次年度幹事、

上田次年度会員情報委員長   出席予定

第 2090 回例会 5月 27 日（金）

☆皆出席祝 3年 上田 郁生会員

☆卓話「還暦を迎えて」

柳 敬二青少年奉仕委員長

＊5/31（火）活動報告書提出 〆切日!!

２０１６年５月２０日（金）第２０７６号

2016年 5月 13日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2088回 28名 17名 68.0％
出席義務免除

4名（出 1）

第2086回 28名 18名 72.0％
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！

ニコニコ箱

●此の度の家内の葬儀に際し、多額のご香料をいた

だきましてありがとうございました。

またその節クラブメンバーの方々の多数のご会葬

を頂き、ありがとうございました。

奥田 長二会員

●ニコニコの本年度予算達成までもうひと頑張りで

すので、いつもより多めにニコニコしました。

皆様もよろしくお願いします。（会計）

             山田 哲男会員

●友誌の紹介もあと 2 回になりました。宜敷く御願

いします。          長尾 穣治会員



幹事報告

①次年度計画書の PDCA リストの提出は本日中とな

っております。

②本年度の報告書の PDCA リストの提出は今月末に

なりますのでよろしくお願い致します。

③週報 4 ページに掲載してある通り、熊本大分地震

災害義援金の募金をお願い致します。

④次週は、次年度第一回クラブ協議会ですので、ご

出席をお願いします。

「2016-17 年度の地区研修協議会報告③」

会長エレクト部門

会長エレクト

中澤 剛会員

次年度会長部門に出席

☆各クラブへのお願い事項（抜粋）

・ガバナー公式訪問日は、例年通り、例会開

始１時間前に理事・役員と懇談

・ガバナー公式訪問は、ガバナーと地区幹事

の２名を予定

・ガバナー月信の電子化

  次年度からＰＤＦでの配信

・My Rotary を通じてロータリークラブセント

ラルのページの活用要請

☆危機管理について

ロータリアンにとって「好ましくない事態の

全て」を危機管理の「危機」とし、ロータリー

の関わる青少年活動全てにおいて、何等かの事

態が発生した場合は、危機管理委員会に連絡す

るようにとの事。

事故・病気、自然災害・テロ、犯罪行為、虐待・

ハラスメント等。

☆学友会について

「学友」とは、プログラムを通じロータリー

活動を経験したことがある人の事を言い、有能

なロータリアンを生む可能性のある活動でもあ

るので、学友参加促進との事。

☆フレッシュロータリアンフォーラム（ＦＲＦ）

案内

入会歴の浅い会員、クラブの将来を担う会員

を対象として、2016 年 6月 17 日(金)、ホテルニ

ューオータニ大阪で開催

5 月誕生月祝

髙岡会員

会長の時間

会長代行 石川 義一副会長

最近、いろんな団体の切り替え時期であり、総会等

が催されます。

私事ですが、地元、農協での実行組合の支部長を仰

せつけられ、又、築留組合の役員も仰せつけられて、

引き受けました。地元の自治会の役員もずっとやら

せて頂いていまして、元気にやらせて頂き、ありが

たいという気持ちです。ロータリー精神で依頼があ

れば引き受ける気持ちが大事だと思っています。

なかなか忙しいので、役員、委員を引き受けられな

い方々もいらっしゃいますが、一度そういう機会が

あれば、引き受けられれば、又、未来も変わる可能

性もあります。是非、挑戦してみて下さい。

●例会欠席のおわび。

奉仕部門の皆様、委員会よろしくお願いします。

鈴木 洋会員

●今回合計 36,000 円

●累計  705,794 円



5 月度定例理事会報告

幹事代行：高橋 広一

●日 時：2016 年 5 月 13 日(金)

例会前 11：05～12：10

●場 所：例会場

●出席者：理事役員 5名・オブザーバー2名

1. 会計報告 4月分⇒承認。

2. 植樹場所点検の件

⇒高橋会員、大橋会員より例会にて報告。

（報告）

3. アールブリュット展覧会の件

⇒当クラブ会員は 6/24（金）の例会後、展覧

会に出席。その際、赤いクラブブルゾンを

着用する。（決定）

4. 「八尾をきれいにする運動推進本部」への委員

の派遣の件

⇒今回は堀内次年度社会奉仕委員長を選出す

る。（決定）

5. 八尾市社会福祉協議会 評議員の推薦依頼の

件

⇒八尾ＲＣ、八尾東ＲＣ、八尾中央ＲＣから

1 名の推薦で、例年、八尾ＲＣから選出し

て貰うように依頼しており、今回も八尾Ｒ

Ｃにお願いした。（承認）

5. 事務局の電気ポットが故障のため、新しい物を

購入。（承認）

以上

クラブ奉仕部門

次年度副会長

山田 哲男会員

地区協議会では恒例の全体会議の後各委員会に

分かれての会議となりました。

全体会議では池間哲郎様の講演があり、大東亜戦

争当時のアジアのことを現地の方に直接お会い

した池間様からお聞きでき大変有意義でした。

クラブ奉仕の分化会では神埼パストガバナーに

出席いただき、増強、広報、活性化をテーマに地

区のご担当者からの報告とその後、ＩＭに分かれ

ての同テーマに関するバズセッションを行いま

した。

バズセッションは時間が短く踏み込んだ話には

なりませんでしたが、各クラブの広報への取り組

みが伺えて有意義な会議となりました。

幹事部門

次年度幹事

高橋 広一会員

幹事とは、クラブの顔であってクラブを引っ張っ

て行く役割があると言っていました。

野球で言うなら、監督が会長で、マネージャーが

幹事かな？幹事がクラブを左右するぐらい大事

な役割ですね。私には荷が重いです。が、何とか

先輩方を巻き込みながら頑張って行こうと思っ

ていますので宜しくお願いします。

特に強調して言っていたことは MY ROTARY を活用

すること。私自身いまいち、よく分かりませんが、

要はインターネットで用を終わらす事かな。何せ

よく分からないので、聞くことはしましたが勉強

し直しですね。



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY 


