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RI テーマ

良き出会いを大切に！

Rotary International
国際ロータリー会長

ジョン F. ジャーム

第 2096 回例会

●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

2016 年 7 月 1 日（金）
出席報告

① 開会 点鐘
② ソング ｢クラブソング」
③ ビジターの紹介
④ 近隣クラブ会長・幹事挨拶
八

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

四
四つ
つの
のテ
テス
スト
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

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2095 回

28 名

20 名

90.9％

第 2093 回

28 名

18 名

72.0％
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すすむ

ニコニコ箱

いたに

ゆういち

●1 年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

ふじき

よしあき

かたおか

もとひろ

尾ＲＣ 会長 山本 昌市 様
幹事 山陰

大阪柏原ＲＣ 会長 小原

恭志 様

進 様

幹事 伊谷 祐一 様

中澤 剛会員

八尾中央ＲＣ 会長 藤木 良顕 様
幹事 片岡 基博 様

●新年度もよろしくお願い致します。
大松 桂右会員

⑤ 会務報告

●本年度もよろしくお願いします。

｢会長の時間｣「幹事報告」

山田 哲男会員

⑥ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

辻田 摂広報・雑誌委員長
⑧ 卓話 ｢町会・隣組制度｣

●本年度もよろしく！

鈴木 洋会員

●中澤会長、高橋幹事頑張って下さい。

⑦ 「ロータリーの友」紹介

⑨ 閉会

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
0名

石川 義一会員

直前会長、幹事御迷惑をお掛けしました。もう少
し頑張ってみようと思います。
森下 慶治会員

点鐘

●新年度会長、幹事さん始め理事役員の皆様、ご苦
労ですが、1 年間頑張って下さい。
第 2097 回例会

7 月 15 日（金）

☆卓話なし
☆第 1 回クラブフォーラム
クラブ運営委員会部門
山田

哲男クラブ運営委員長

奥田 長二会員
●中澤会長、高橋幹事、理事の皆さま、1 年宜敷く
お願いします。

長尾 穣治会員

●本年度もよろしくお願いします。
大橋 秀造会員

★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

幹事報告

●今日から新年度です。新しい理事役員にはこれか
らの 1 年間よろしくお願いします。
石川 義一会員
●中澤会長、理事役員の方々、本年度よろしくお願
い致します。

池本 繁喜会員

●新年度を迎え、会長、幹事、理事役員の皆様、よ
ろしくお願い致します。

●今回合計

①1 年間よろしくお願いします。
②7/2（土）に第 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が開催され、鈴木
元ガバナー補佐が出席予定です。

桑田 タア子会員

22,000 円

「本年度の方針」
●累

計 22,000 円

2016-17 年度会長
中澤

剛

先日、次年度の会長方針でもお伝えし、活動計
画書にも記載されている通り、ＲＩ会長のジョ
ン・Ｆ・ジャーム氏のテーマである「Rotary
鐘と槌の引継ぎ

前年度会長幹事へ記念品贈呈

Serving Humanity（ 人類 に奉仕 する ロー タ リ
ー）」、それから第 2660 地区松本進也ガバナーの
方針である「The Ideal of service（ロータリ
ーの根幹精神）
」の言葉を踏まえ、今まで続けて
きた良き八尾東ロータリークラブらしい活動を
基本的には継続していきたいと考えています。

2016-17 年度理事役員

私の掲げるクラブテーマは、
「良き出会いを大切
に！」としました。
これは、我が八尾東ＲＣにおいての出会いはも
ちろんですが、親睦や様々なロータリー活動に
7 月誕生月祝
上田会員

7 月結婚記念日祝
堀内会員

おいての他のＲＣメンバーとの出会い、また、
ＲＣ以外の方々も含め人類に奉仕するロータリ
アンとして全ての人との出会いを大切にしてい

会長の時間

きたいと考えています。
これは、職業奉仕の理念にも通ずるものである

遂にこの時が来てしまいました。まだまだ未熟なこ

と思っています。

の私に会長という大役が務まるか不安でしかありま
せんが、できる事から何とか頑張っていこうと考え
ております。皆様には、ご迷惑をおかけしてしまう

会長方針
・全員参加による年間活動

事が多々あると思いますが、本日より１年間どうぞ

メンバーの全てが、全ての活動に参加でき

よろしくお願いいたします。

る事が理想ではありますが、現実的には難

しい事もあろうかと思いますので、各人

換卓話という新しい取組にも条件が合えばチ

が、年間のいずれかの活動において必ず、

ャレンジしていただきたいと考えています。

何かしらの参画をしていただく事を期待

注力したい項目の１つとして親睦にも大きな

しています。

期待をしております。今までの状況から何回も

去る 4/15、22、5/13 の３日間で、それぞ

一斉集合する事は難しいと感じていますので、

れの委員長を中心に小委員会（分科会）を

大きなイベントの１つとして、ベテランと若手

開催いただき、所属するメンバーで本年度

の融合という観点からも最近では、恒例となっ

の活動計画を立案していただきました。各

ています親睦旅行の企画に期待しています。

人がいずれかの小委員会に入り、活動計画
の策定および決定にご参加いただけたと

・会員組織委員会

認識しております。また、未決定の部分に

上田委員長中心に会員増強及び魅力ある八尾

ついてもこれから複数の方々で協議・決定

東ロータリークラブの構築をお願いしたいと

いただけると期待しています。

考えています。会員増強は、純増２名と掲げて
いただいていますが、できる事ならば、退会者

・選択と集中

0 を期待します。

少人数クラブという事もあり経済的な面
からも様々な事業活動は難しいと考えて

・奉仕活動委員会

います。当クラブの身の丈にあったできう

鈴木委員長中心に社会奉仕・国際奉仕ともに無

る事を選択し、それを確実に遂行していた

理のない活動を期待します。

だく事を期待します。

国際奉仕の武田委員長が長期不在になってし
まう事もあり鈴木委員長、社会奉仕の堀内委員

・ベテランと若手の融合

長には、援助も含めお力添えをお願いいたしま

ここ数年来、良い形となってきているベテ

す。

ランと若手の融合については、引き続き皆

ここ２年続いています社会奉仕活動のアール

様でご協力願います。この融合無くして八

ブリュット展については、良い活動ではあると

尾東ロータリークラブの存続は無いと思

考えますが、当クラブとしては、ある程度の道

っております。これを継続させる事が、会

しるべができたものと判断して、支援縮小の方

員増強（退会防止も含）にも繋がるのでは

向で良いと考えています。社会奉仕・国際奉仕

ないかと考えています。

の両方とも皆様で、良いアイデアを出していた
だき、小さいながらも有意義な活動を期待しま

各委員について
・クラブ運営委員会

す。
また、寄付金については、財団１００周年とい

山田委員長中心に例会運営をスムーズに行

う事で、地区からも大きな金額目標を設定され

っていただけるようご配慮いただいていて

ており、その目標額をそのまま活動計画に盛り

おり、食事の選定やロータリー友誌の案内の

込んでいただいています。これについては、皆

時間取り等、色々な取り組みに気を使ってい

様にはご協力を一応お願いしますが、あくまで

ただいていると実感しています。

寄付金ですので、努力目標という位置づけにし

また、今期については、近隣４クラブでの交

て、必達ではなくても良いと考えています。

5.

・ＩＭ準備委員会

定款第 9 条第 3 節（b）により出席規定の免

石川委員長を中心に次年度のＩＭホストに向け

除希望者の件

ての準備を進めていただきたいと考えていま

⇒今年度 4 名の予定。前年度に届け出があ

す。これから徐々に忙しくなってくると思われ

り、今年度分がまだの会員に対しては幹事

ますので、ＩＭ成功に向けて、皆様のご協力を

より確認する。

お願いします。

（a）、
（b）合わせて今年度の出席義務免除
者は 7 名。（承認）
6.

・規定審議委員会

新入会員推薦の件
⇒現在候補者 1 名。

情報委員会に属する上田委員長を中心に規定審
議委員会における変更事項を当クラブにどう取

職業分類委員長に回付し、大分類 6.サー

り込むかを皆様とともに協議し、より良いクラ

ビスに中分類 7.保険、小分類 1.生命保険

ブ運営ができると判断できるもがあれば、必要

を追加することを承認。

な改革を早急に実施していただくことを期待し

7.

「入会金」について
⇒6/10 の新旧クラブ協議会ではガバナー補

ています。

佐より「入会金」の文言を使用しないよう
にとのことだったが、その後、再度、「Ｒ

以上

Ｉ規定審議会決定事項対応について」の文
書が届き、「入会金の文言は使用可」との

7 月度定例理事会報告
幹事：高橋
●日

ことであったので、引き続き、「入会金」

広一

と表現することとする。（承認）

時：2016 年 7 月 1 日(金)

●場

例会前

11：20～12：20

例会後

13：45～14：30

8.

⇒再度、ダウンタウンマニラＲＣと協議し、
来月の理事会で検討する。（保留）

所：例会場

●出席者：理事役員 8 名

国際奉仕事業について

9.

新旧理事役員慰労会の件
⇒8/5（金）にエクシブ有馬にて開催。
（決定）

案件：
1.

前年度に次年度理事役員会合で決めてきたこと

その他
①アールブリュットに関わった方を招いて
の打ち上げを 7/20（水）18：00～

⇒次年度理事役員会合での決定事項等につい

ンケットルームにて開催。予算は奉仕予

7/1 時点での会員数の確認
⇒28 名でスタートする。

4.

11.

の再確認

て、本年度理事会として承認
3.

事務局の夏季休暇について
⇒8/12（金）～8/17（水）で承認

会計報告 6 月分は承認。収支決算書については
書式の変更を検討。

2.

10.

バ

備費より 10 万円。
次週の例会時に会員の出席を募る。
（承認）

長期欠席者の件
⇒3 名の会員より長期欠席願いが提出。定款第 9
条第 3 節（a）及び細則第 11 条により出席規
定の免除を承認する。

以上

