
★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 2101 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 「ロータリーの友」紹介

辻田 摂広報・雑誌委員長

⑦ 卓話 ｢高校野球の歴史と現状｣

谷村 政哉会員

⑧ 閉会 点鐘

＊8/20（土）

クラブ職業奉仕委員長 地区委員 合同勉強会

於：大阪科学技術センター 401 号室

登録 13：30～ 会議 14：00～16：00

大松 桂右職業奉仕委員長  出席予定

第 2102 回例会 8月 26 日（金）

☆「組織増強について」

品川 芳洋会員増強委員長

ニコニコ箱

●高橋幹事の卓話楽しみにしています。

                中澤 剛会員

●高橋さん、卓話楽しみです。   鈴木 洋会員

●高橋さん、卓話ご苦労様です。

野暮用で 3回欠席しました。すみません。

    奥田 長二会員

●高橋さん、卓話楽しみです。

暑い毎日脱水症には呉々も用心下さい!!

桑田 タア子会員

●高橋さん、卓話宜しく。

熱中症に御注意。       浦本 修三会員

●今回合計 5,000円

●累  計 235,000円

２０１６年８月１９日（金）第２０８８号

2016年 8月 5日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2100回 28名 19名 86.4％
出席義務免除

7名（出 1）

第2098回 28名 19名 90.5％
補    填

2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！

7 月誕生月祝

堀内会員・高橋会員

＊8/27（土）地区ロータリー財団セミナー

於：大阪ＹＭＣＡ会館 2Ｆホール

登録 13：30～14：00 会議 14：00～17：00

中澤 剛会長・大橋 秀造Ｒ財団委員長

出席予定



「誕生日（バースデー）」

    高橋 広一会員

私は1963年 8月 5日に東大阪市で生まれました

（俊徳道）。3歳まではそこでわんぱくに育ちま

した。3歳からは八尾市の高砂町で 32歳まで野

球一筋で暮らしていました。

1930 年 昭和 5年

・上野地下街に商店街が誕生する。

1934 年 昭和 9年

・忠犬ハチ公像建立。ハチ公本人（本犬）も除

幕式に列席する。

1935 年 昭和 10年

・年賀郵便用切手が発行される。

1942 年 昭和 17年

・東京で初めて空襲警報が発令される。

1943 年 昭和 18年

・上野動物園で空襲にそなえ動物を薬殺された

猛獣の慰霊法要が営まれる。

1951 年 昭和 26年

・第 1回ＮＨＫ紅白歌合戦放送、以後恒例化。

1958 年 昭和 33年

・巨人・長島茂雄選手、4打席 4三振デビュー。

1961 年 昭和 36年

・甲子園阪神パークにレオポンが 3頭の兄弟が

誕生。（ジョニー）（チェリー）（ディジー）と名

付けられた。

1968 年 昭和 43年

・メキシコシティで、第 19回夏季オリンピック

メキシコオリンピックが開幕。

1970 年 昭和 45年

・日本万国博覧会（大阪万博）開幕。

1971 年 昭和 46年 10 月 12 日

・阪神の江夏豊、プロ野球オールスターゲーム

会長の時間

今週は、色々な話題がありました。

まず、リオオリンピックの開幕。治安、施設面等

でかなり深刻な報道がなされていますが、本当に無

事最後まで開催できるのかが、不安になるオリンピ

ックは、初めてのように思います。

次に夏の甲子園の高校野球の開幕です。私は、若

かりし日を思い出し、この年齢になっても野球をし

たくなる感情が高くなる時期です。

政治面では、東京都知事に初の女性知事誕生に第

三次安倍内閣発表です。是非とも清い政治を期待し

たいと思いますし、マスコミについても悪いところ

のみをクローズアップするような偏った報道は、見

直して欲しいと感じます。

しかし、それらを打ち消すかのような当クラブに

とって非常に衝撃的な報道がなされました。それは、

西武百貨店八尾店が来年２月末日をもって閉店する

という記事です。西武百貨店の本部の方と後日、面

談を予定しており、そこで今後の方向性が見えてく

るものと思われます。閉店後の運営や跡地利用につ

いては、今のところ何の情報もありませんが、運営

者の変更のみで、このまま利用できる可能性も無い

とは言えないところもあると思われますので、今し

ばらく静観いただきたいと思います。

新しい情報が入り次第、ご報告いたします。

ただ、可能性の高い撤退を想定し、例会場および

事務局の候補地の探索の準備はしていただけたら幸

いです。

幹事報告

①次週（8/12）はお盆休みのため、休会となります

ので宜しくお願いします。



にて 9連続奪三振の記録樹立。

1972 年 昭和 47 年

・カシオ計算機が世界初のパーソナル電卓（カシ

オミニ）を発売。

1974 年 昭和 49 年

・中日が巨人のＶ10を阻止し 20 年ぶりセ・リー

グ優勝。

1977 年 昭和 52 年

・国民栄誉賞が創設される。王貞治が第 1回目の

受賞者に。

7. 4 クラブ交換卓話の件

⇒現時点でのスケジュールは下記の通り。卓話

の謝礼としてはお菓子のみをお渡しする。

八尾ＲＣより当クラブへは 9/2（金）に担当

者 笠井 実氏による、テーマ「エコ経営のす

すめ」

大阪柏原ＲＣより当クラブへは 9/9（金）で

担当者未定

八尾中央ＲＣより当クラブへは 10/21（金）

で担当者未定

当クラブより八尾ＲＣへは 11/30（水）で

担当者 上山会員でテーマ未定

当クラブより大阪柏原ＲＣへは 9/27（火）で、

担当者 堀内会員でテーマ未定

当クラブより八尾中央ＲＣへは 1/24（火）で、

担当者 髙岡会員でテーマ未定

（決定）

8. 今年度副幹事の件

⇒髙岡 正和会員に決定（承認）

9. ロータリー・ダイナーズクラブ・コーポレート

カードの件

⇒案内が届いたが、申し込まない。（決定）

10. ガバナー公式訪問時の懇談会の件

⇒懇談会への参加者は、中澤会長、高橋幹事、

大松会長エレクト、鈴木奉仕活動委員長の 4

名とする。ガバナーに対する質問事項につい

ては、全会員にアンケートで募る。（承認）

11. 西武八尾店閉店（平成 29年 2月 28 日）に伴う

事務局及び例会場移転の件

⇒まだ西武側との話し合いが持たれていないの

で話し合い後、今後の動向を見守りつつ、考

えていく。（継続）

以上

8 月度定例理事会報告

幹事：高橋 広一

●日 時：2016 年 8月 5日(金)

例会前 11：15～12：10

●場 所：例会場

●出席者：理事役員 6名

案件：

1. 会計報告 7月分⇒承認

2. 会費未納者の件

⇒会計から再度請求書を送る。（継続）

3. 新入会員推薦の件

⇒承認。会員各位へ文書にて通達する。

4. 本年度の国際奉仕事業について

⇒奉仕予算は 25 万円とする。フィリピン行

きに対しての補助金は 10万円とする。（承

認）

5. 本年度ＩＭロータリーデー（2017 年 4 月 8

日）でのクラブ奉仕事業準備の件

⇒各クラブ 10 分間で報告。会長が当クラブ

の過去＆未来の奉仕事業について報告す

ることとする。（承認）

6. 次年度ＩＭロータリーデー準備の件

⇒ガバナー事務所より次年度ＩＭロータリ

ーデーのホストクラブ変更の可能性につ

いての連絡が入った為、今後の連絡を待

つ。（保留）



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY 


