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2016～2017 年度初例会

｢ロータリーの鐘・槌｣引継ぎ

第 2095 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 本年役員理事の紹介

⑤ 直前会長・幹事に記念品の贈呈

⑥ 会員及び会員夫人誕生月祝

上田会員、中澤夫人、堀内夫人

⑦ 会員結婚記念日祝 堀内会員

⑧ 乾杯・昼食

⑨ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑩ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑪ 卓話

｢本年度の方針｣

       2016～2017年度会長 中澤 剛

⑫ 閉会 点鐘

＊例会前：7月度定例理事会

＊7/2（土）第 2回ＩＭ第 4組パストガバナー、

ガバナー補佐経験者懇話会

於：シェラトン都ホテル大阪

20階 ｢ローズルーム｣ 18：00～

鈴木 洋 元ガバナー補佐 出席予定

第 2096 回例会 7月 8日（金）

☆八尾ＲＣ・大阪柏原ＲＣ・八尾中央ＲＣより

会長・幹事表敬訪問

☆｢ロータリーの友｣紹介

         辻田 摂広報・雑誌委員長

☆卓話「町会・隣組制度」  石川 義一会員

ニコニコ箱

●一年間ご協力いただきましてありがとうございま

した。           上田 郁生会員

●本年度も今日で終わりです。来期もよろしくお願

い致します。        桑田 タア子会員

●33年皆出席できました。皆様の友情のおかげです。

感謝。          鈴木 洋会員

●上田会長、上山幹事、本年度一年大変ごくろうさ

んでした。          池本 繁喜会員

●上田会長、上山幹事はじめ各役員の方々1 年間ご

苦労様でした。        奥田 長二会員

●長らくお世話になりました。  森田 時男会員

２０１６年７月１日（金）第２０８２号

2016 年 6月 24日（金）

出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2094回 28名 19名 73.1％
出席義務免除

4名（出 2）

第2092回 28名 19名 76.0％
補    填

0名

Rotary International

国際ロータリー会長

ジョン F. ジャーム

2016‐17 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：中澤  剛

●幹   事：高橋 広一

●会報委員長：上山 惣太

良き出会いを大切に！



●上田会長、上山幹事、理事の皆様 1 年間お疲れ様

でした。          長尾 穣治会員

●上田会長をはじめ、会員の皆様 1 年間ご苦労様で

した。

中澤会長エレクト、次年度楽しみにしています。    

山田 哲男会員

●役員・理事の皆さん、御苦労様でございました。    

大橋 秀造会員

●業務の都合で今年度最後の例会に出席できず残念

です。上田会長、上山幹事ご苦労様でした。

                品川 芳洋会員

●2015-16 年度下半期ホームクラブ皆出席祝をいた

だき、ありがとうございます。 石川 義一会員

●役員の皆さま、一年間本当にお疲れ様でした。    

堀内 伸也会員

●同好会メンバーで京都一泊旅行致しました。次回、

皆様の御参加お待ちしています。

旅行同好会一同

●今回合計 34,000円

●累計  785,794円

はとりとめもない時事話になってしまったにも

関わらず、一年間支えていただき感謝いたして

おります。一年間のご協力、本当にありがとう

ございました。

幹事報告

①本日は例会後、本年度最後の奉仕事業であるア

ール・ブリュット展覧会のため、プリズムホー

ルに行きますので、宜しくお願いします。

下半期ＨＣ皆出席祝

石川会員

6 月皆出席祝

上山会員・中澤会員・鈴木会員

会長の時間

本年度の最終例会となりました。一年間会員の皆様

に助けていただき、何とか無事に終えることができ

そうです。一年間この「会長の時間」をどう乗り切

ろうかと不安でいっぱいでした。

本来ならロ－タリーに関するお話をしなければなら

なかったのですが、月 1回程度しかできず、その他

「本年の回顧」

上田 郁生会長

一年前に会長職を拝命した時、私なんかで務まる

のかだろうかとすごく不安になりました。

実際に始まって、いろいろな会合で他クラブの会

長さんたちと接してみると立派な方たちばかり

で、一年経った今でも私なんかで良かったのかな

という思いでいっぱいです。

今までも様々な組織の長を務めてきましたが、い

つも思うのは、「私はまわりの人たちに恵まれて

いるな。」という事です。私が特に行動しなくて

も、全てまわりの人たちが順調に事を進めてくれ

ていました。この一年も各委員会をはじめ事務局

の方々に恵まれ、支えていただきながら無事に会

長職を終えることができました。皆様に感謝の気

持ちでいっぱいです。

「会長の時間」に皆様の前で毎週お話しするため

に、何十年ぶりで調べものをするなど勉強しまし

た。いろいろと調べものをしていると、世の中知

らない事だらけです。人生死ぬまで勉強だと改め

て感じることができました。いろいろ勉強したこ

とや、多くの会合で多くのロータリアンの方々と

接する事ができ、少し人間として成長できたのか

なと感じています。



多くの方々に支えられ助けられた一年間でした。

皆様に感謝いたします。

一年間、ありがとうございます。

「本年の回顧」

上山 惣太幹事

幹事として一年を終えようとしています。

昨年幹事として指名していただき、私に務まるも

のかと不安でありましたが、上田会長、クラブ会

員のみなさま、事務局 山本さんの大きな手助け

を受け、なんとか一年経ちました。（残すところ、

アール・ブリュット展覧会）

一年を振り返りますと、7月には近隣クラブへの

挨拶回りから始まりました、各クラブの例会を体

験しまして、アットホームな例会から緊張感のあ

る例会と様々で非常に興味深かったです。

10 月には八尾東ＲＣがホストクラブで四和会も

行いました。司会進行という事でとまどいました

が、何とか終了したのを思い出します。

又、初めて四輪会にも参加させていただきまし

た。ＩＭや四和会とは違い、リラックスし、良い

コミュニケーションがとれる場だと感じました。

10 月には野球部のメインイベントのグレン＆千

杯野球大会が新潟で開催されまして、今年こそは

と挑みましたが、優勝を逃しました。悔しさをバ

ネに 11 月の高知中央ＲＣの周年記念野球大会で

優勝することができました。

この調子で再来年の大阪大会まで連覇出来たら

と思います。

又、今年度はホストクラブ 大阪柏原ＲＣによる

ＩＭや八尾ＲＣの 55 周年記念式典など近隣クラ

ブも大変忙しい一年だったと思います。

一年を通し、様々な会に参加させていただき、改

めてまだまだロータリー活動について勉強が必

要だと実感しました。

みなさま、一年間有難うございました。

又、今後共宜しくお願い致します。

アール・ブリュット展覧会報告

社会奉仕委員長 森下 慶治

八尾市内の障がい者などが協力し、障がい者による

美術作品の展覧会を 6月 23 日から 26 日まで、八尾

市プリズムホール 3階 展示室で開催しました。

教育や概念などに左右されず自由に作られた個性

豊かな作品の展示会として、福祉センター、八尾市

内福祉施設との協同でこの芸術の振興を図り、地域

に輝く作品として障がい者による美術品の展覧が

地域に大きな反響を呼び、来場者から展示品を見

て、感動と驚きを与えてくれましたと多くの感想を

いただきました。



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY 


