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良き出会いを大切に！
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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
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ジョン F. ジャーム

第 2104 回例会
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●創
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●会
長：中澤
剛
●幹
事：高橋 広一
●会報委員長：上山 惣太

2016 年 9 月 2 日（金）
出席報告

① 開会 点鐘

例会数

会員数

出席数

出席率

③ ビジターの紹介

第 2103 回

29 名

20 名

87.0％

④ 会務報告

第 2101 回

28 名

20 名

90.9％

② ソング ｢クラブソング」

｢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

ニコニコ箱
●本日は宜しくお願いします。
八尾ＲＣ 笠井 実様

辻田 摂広報・雑誌委員長
⑦ 交換卓話 ｢教育支援制度について｣

●八尾ＲＣ 笠井様、初の試みの交換卓話よろしく
お願いします。

大阪柏原ＲＣ
副会長・ロータリー財団委員長
榊原 春枝様
⑧ 閉会

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
2名

辻盛さん、ご入会おめでとうございます。これか
らよろしくお願いします。

中澤 剛会員

●笠井さん、山本さん、卓話ありがとうございます。

点鐘

鈴木 洋会員
●山本様、笠井様、田淵様、ようこそお越し下さい
第 2105 回例会

9 月 16 日（金）

ました。笠井様、卓話よろしくお願いします。
辻盛様、ご入会おめでとうございます。

☆卓話なし
☆第 2 回クラブフォーラム
会員組織委員会部門
上田 郁生クラブ運営委員長代理
品川 芳洋会員増強委員長

大松 桂右会員
●笠井委員長、ようこそ。よろしくお願い致します。
辻盛さん、ご入会おめでとうございます。
奥田 長二会員
●辻盛英一新会員、ご入会おめでとうございます。

＊9/17（土）第一回クラブ社会奉仕委員長会議
於：薬業年金会館 301 号室
登録 13：30～
堀内

会議 14：00～16：30

伸也社会奉仕委員長 出席予定

誕生日お祝いありがとうございます。
森下 慶治会員
●妻の誕生日祝ありがとうございます。
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

●笠井様、卓話ありがとうございます。
辻盛さん、入会おめでとうございます。
山田 哲男会員
●入会させて頂き、ありがとうございました。
辻盛 英一会員
●辻盛さん、入会ありがとうございます。
大阪南ＲＣよりの入会のお誘いを断り、八尾東ＲＣ
へ入会ありがとうございます。

タリアンの善意で達成したいと考えています。
また、財団１００周年を祝おうという事で、各ク
ラブの行動予定（アンケート結果）をお伝えしま
す。
・地区寄付目標を達成する（５７クラブ）
・例会やフォーラムで財団の知識を学ぶ（５６ク
ラブ）
・グローバル補助金を利用して人道奉仕の質を高

八尾ＲＣ 笠井様、卓話よろしくお願いします。
長尾 穣治会員
●辻盛さん、入会おめでとうございます。戦力として
期待しております。

める（３２クラブ）
・地区内クラブ合同提唱「地区補助金プロジェク
ト」に参加する（１８クラブ）
・財団１００周年のための独自の活動を計画して

笠井様、卓話よろしくお願いいたします。
上田 郁生会員
●八尾ＲＣ 山本会長、笠井様、交換卓話よろしくお

いる（１５クラブ）
・地域社会でポリオを広報する（１６クラブ）
地区からは、財団の歴史と功績を紹介する記念

願いいたします。

行事を企画してほしいとの要望がでています。

田淵様ようこそお越し下さいました。

また、その場合、行事の様子をソーシャルメデ

桑田 タア子会員

ィアで紹介するようにとの事です。
我がクラブでは、大きなイベントを組めないまで
も今年度においては、特に１００周年という事を
意識して色々な活動の中で上記のような記念行
事になれば良いのではないかと思っています。

9 月誕生月祝
森下会員

●今回合計

●累

13,000 円

9 月結婚記念日祝
山田会員・高橋会員

計 267,510 円

幹事報告
①9/3（土）にクラブ米山奨学委員長・幹事・米
山カウンセラー研修会が開催され、当クラブか

会長の時間

らは桑田米山奨学委員長と高橋が出席予定で
す。

本日は、先週出席しましたロータリー財団セミナ
ーの報告をさせていただきます。
本年度は、何回もお聞きいただいている通り、財団

「エコ経営のすすめ」

創立１００周年という節目の年という事もあり例年

八尾ＲＣ

より多くの寄付金を求められているという事は、以

Ｒ財団副委員長

前にお伝えした通りです。

笠井

実氏

しかしながら私としては、地区からの目標額は、
必達という絶対的のものではなく、あくまで努力目

笠井産業の笠井です。

標として考えたいと思っています。皆様のできうる

当社は八尾の木の本で約 1mx2m のプラスチック

範囲でのご協力引き続き、お願いします。

板を製造するメーカーです。

個人的には、ポリオ撲滅については、是非、ロー

主力製品のほとんどに、リサイクル材料を使用し

⇒昼食は各自でとった後、12：30～

て、コストと品質のバランスのとれた商品を製造

場

しています。
東北の震災を期に節電にとりかかり、事務所

6.

5F エスカレーター前で行う。（承認）

事務局移転の件
⇒検討中。（継続）

40％、工場 20％の節電を行い、読売新聞や NHK
7.

でも、その取り組みが紹介されました。

国際会議

本年度国際奉仕事業の件

当社では様々な経費削減を行い、リーマンショッ

⇒RCDM と連絡を取っている。（継続）

クの直後は、約 1 億円経費の削減を行いました。 8.

次年度当クラブＩＭロータリーデー準備の件

すべては小さなことからコツコツやっていきま

⇒鈴木会員より再度、地区に確認を行う。
（保留）

した。
以上

1 例としては、ゴミの処理料金に年間 200 万円か
かっていましたが、徹底的な分別を行い、分別し
たゴミを資源として売却することによって、現在

新入会員入会式

では実質 0 円です。
最後にリサイクルは悪いと言う学者がいますが、
当社のデーターでは、リサイクル材料とバージン
材料ではリサイクル材料使用で CO2 の発生量が
1/2 になっています。
もっと詳しく知りたい方はいつでも当社にお越
しください。

9 月度定例理事会報告
幹事：高橋

広一

新入会員プロフィール
●日

時：2016 年 9 月 2 日(金)
例会前

●場

11：05～12：00

所：例会場

つじもり

姓

名： 辻盛

えいいち

英一

入 会 式：

平成 28 年 9 月 2 日

案件：

職業分類：

生命保険

1.

会計報告 8 月分⇒承認

事業所名：

メットライフ生命保険（株）

2.

会費未納者の件

所 在 地：

〒530-6036

●出席者：理事役員 8 名

⇒再度、連絡、確認を行う。（継続）
3.

大阪市北区天満橋 1-8-30

地区決議案選挙人一名選出の件

OAP タワー36 階

⇒中澤会長を選挙人とし、9/24（土）の決議
T

E

L：

06-6882-7751

ロータリー財団 100 周年記念公共イメージ向

F

A

X：

06-6351-9015

上協力金について

出身学校：

大阪市立大学

⇒奉仕部門予備費より 1 万円拠出。（承認）

推 薦 者：

木村会員

会にも出席。（決定）
4.

5.

地区大会（2016 年 12 月 10 日（土））に伴う
移動例会の件

長尾会員

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY

