
★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 2093 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢奉仕の理想」

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 卓話 ｢特許について｣ 安田 憲司会員

⑦ 閉会 点鐘

＊6/18（土）

第 2660 地区

2016-17 年度のための会員拡大増強セミナー

於：大阪ＹＭＣＡ ２Ｆ 大ホール

登録受付 13：30～ 会議 14：00～17：00

山田次年度副会長、

品川次年度会員増強委員長   出席予定

２０１６年６月１７日（金）第２０８０号

2016 年 6月 10日（金）

出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2092回 28名 19名 76.0％
出席義務免除

4名（出 1）

第2090回 28名 22名 88.0％
補    填

4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

●ガバナー補佐 梅澤様、ガバナー補佐エレクト

林様、協議会よろしくお願いいたします。

                 上田 郁生会員

●①梅澤様、林様、訪問ありがとうございます。

  よろしくお願いします。

②矢橋様、ようこそ。      鈴木 洋会員

●梅澤様、林様、ご訪問ありがとうございます。

矢橋様、メーキャップ訪問ありがとうございます。

長尾 穣治会員

●ゴルフコンペお世話になりました。久し振りのゴ

ルフでさすがに疲れ、同伴競技者にご迷惑をお掛

けしすみません。       奥田 長二会員

第 2094 回例会 6月 24日（金）

2015～16年度 最終例会

☆卓話「本年の回顧」

上田 郁生会長・上山 惣太幹事

☆皆出席祝 33年 鈴木 洋会員

       2 年 中澤 剛会員

       1 年 上山 惣太会員

☆2015～16 年度下半期ＨＣ皆出席祝

石川 義一会員

＊6/24（金）例会後

社会奉仕事業 アール・ブリュット展覧会へ

参加ため、プリズムホールへ

赤いクラブブルゾンを必ずご持参下さい。



幹事報告

①6/16（木）に第 89 回四輪会ゴルフコンペがホ

スト：八尾ＲＣで開催されます。当クラブか

らは高橋会員、辻田会員、柳会員、山田会員

が参加予定ですので宜しくお願いします。

会長の時間

6 月は親睦活動月間です。ロータリー親睦活動は、エ

スペラント語に関心を持つロータリアンがきっかけ

に 1982 年に始まりました。1947 年にはボートに関心

のあるロータリアンのグループが自分たちの船にロ

ータリーの旗を揚げ、自らをロータリアンの国際ヨ

ット親睦グループと名乗りました。現在最も長く活

動を行っているのが、この親睦グループです。

親睦活動の種類は時を経るごとに増えてきました

が、その目的は今日も変わっていません。

それは親睦のもとにロータリアンのつながりを築

き、趣味や職業に関連した活動を楽しむ機会を提供

することです。

グループならではのスキルを利用して奉仕を行って

いる親睦グループも多くあります。例えばカヌーの

親睦活動グループは、河川の洗浄プロジェクトを実

施。コンピュータのグループは、各会員の地元でパ

ソコン研修を行い、スキューバダイビングのグルー

プはダイビング目的の旅行先でロータリーの奉仕活

動に参加しています。

当クラブの野球同好会も毎年各地で行われる全国大

●本日は梅澤喜八郎ガバナー補佐、林芳繁ガバナー補

佐エレクト、御訪問ありがとうございます。よろし

く御指導下さい。     桑田 タア子会員

●梅澤様、林様、ご訪問ありがとうございます。

山田 哲男会員

●梅澤ガバナー補佐、林ガバナー補佐エレクト、御苦

労さまです。

昨日の親睦ゴルフコンペ、体調不良で急遽欠席し、

堀内親睦委員長代理をはじめ、みなさんに御迷惑を

かけ、申し訳ありません。   池本 繁喜会員

●今回合計 12,000 円

◎累計  740,794円

新旧クラブ協議会報告

本年度分

幹事 上山 惣太

●日 時 ：2016 年 6 月 10 日 13：00～13：40

於 例会場

●委員長欠席：

・親睦活動    武田会員→代理 堀内会員

・会員組織    品川会員→代理 長尾会員

・会員研修・情報 品川会員→代理 長尾会員

・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

・全て特に質問はなし

・プログラム会報委員会から、6/3、6/17 の卓話

が空いていたが、浦本会員、安田会員に引き受

けてもらった旨の説明あり。

・会員増強（職業分類）委員会からは、先日の理

事会で、中澤会員、高橋会員の職業分類の変更

があったことの説明あり。

・会員研修・情報委員会では、誤字の訂正箇所あ

り。

・社会奉仕委員会からはアール・ブリュット展覧

会に出場し、200～300 人が参加する前夜祭で、

全国のロータリアンと親睦を深めていますこの

グループで何か奉仕活動ができれば、より充実し

たロータリー活動になるのではないかと思いま

す。



次年度分

次年度幹事 高橋 広一

●日 時 ：2016 年 6 月 10 日 13：50～14：45

於 例会場

●委員長欠席：

・会員増強（職業分類）

品川会員 →代理 上田会員

・職業奉仕   大松会員 →代理 中澤会員

・環境保全    柳会員 →代理 堀内会員

・国際奉仕   武田会員 →代理 鈴木会員

司会進行 高橋次年度幹事

◎開会の辞  中澤次年度会長

◎クラブ現況 高橋次年度幹事

◎会計予算 髙岡次年度会計

⇒前回の次年度第 1 回クラブ協議会の計画と

は、親睦活動のお祝い関係の予算が変更とな

っている。

各委員会報告

＜クラブ運営委員会＞

例会運営

⇒（1）として SAA の活動計画を含めていたが、

あくまで SAA は独立しており、役割が異なると

の指摘があり、（1）を SAA に移動。

親睦活動

⇒親睦旅行の時期についての質問があった。来年

2月、3月、4月頃を予定との回答。

プログラム・会報

⇒・会員の卓話は年間予定表に組み込んでいるの

で、もしも都合が悪い場合は早急に委員長ま

で連絡して下さい。ご連絡がない場合は予定表

通りと致しますとのこと。

・③4 クラブでの交換卓話については、本当に実

施されるかどうか未定のため、「条件が整えば実

施します。」に変更。

＜会員組織委員会＞

＜職業奉仕委員会＞

⇒特になし

＜奉仕活動委員会＞

奉仕活動

⇒奉仕活動の予算はニコニコで成り立っているの

で、ニコニコへの協力のお願い。

環境保全

⇒植樹後、枯れているものをどうするか次年度は決

めていきたい。

国際奉仕

⇒奉仕活動内での予算の割振りが決まっていない

が、先方との話し合いの際に必要なので、国際奉

仕の予算は 30 万円ぐらいということでお願いし

たい。

＊次年度は定款・細則の変更が行われるので、特別

委員会として「定款・細則変更検討委員会」を追

加することで決定。

林ガバナー補佐エレクトからの講評

・次年度林ガバナー補佐及び百済ガバナー補佐エレ

クトのクラブ訪問日は 10/14（金）

・次年度はロータリー財団 100 周年で寄付目標額が

増額されている。これを達成することでも、100

周年を祝うことにあたる。

・IM の再編成が 9/24 に決定する。IM4 組について

は変更なしの予定。

・次年度より入会金の廃止が決定しているので、当

面は「寄付金」とすることで決定。

・第 2660 地区としては、例会回数は現状のまま、

週 1回でお願いしたいとの説明あり。

◎閉会の辞 山田副会長

以上

会についての説明あり。

梅澤ガバナー補佐からの講評

・会員数が少ないながら良くやっている。

・昨年のアール・ブリュット展覧会についての

感想。

◎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 


