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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

Rotary International
国際ロータリー会長

ジョン F. ジャーム
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●会
長：中澤
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●幹
事：高橋 広一
●会報委員長：上山 惣太

＊10/27（木）
◆第 90 回四輪会ゴルフコンペ

＊林 芳繁ガバナー補佐＆

（ホスト：大阪柏原ＲＣ）

百済 洋一ガバナー補佐エレクト クラブ訪問

於：秋津原カントリークラブ

第 2108 回例会

8：10 スタート室前集合

① 開会 点鐘

8：42 アウトイン同時スタート

② ソング ｢クラブソング」

高橋会員、辻田会員、柳会員、山田会員

③ ビジターの紹介

参加予定

④ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」
2016 年 10 月 7 日（金）
出席報告

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

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2107 回

29 名

19 名

82.6％

第 2105 回

29 名

18 名

81.8％

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
2名

⑦ 第 3 回クラブ協議会
ニコニコ箱

・協議会 13：00～14：00 予定
（＊閉会
⑧ 閉会

点鐘

●本日は卓話に伺う機会を戴き、ありがとうござい

13：30 に行う）

ました。よろしくお願い申し上げます。

点鐘

地区米山奨学委員長 千里ＲＣ 古城 紀雄様
●古城様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
中澤 剛会員

第 2109 回例会

●地区米山奨学委員長 古城様、ご苦労様です。

10 月 21 日（金）

奥田 長二会員

☆交換卓話「体罰について」

●古城様、卓話ありがとうございます。

八尾中央ＲＣ 青少年奉仕副委員長

山田 哲男会員

近田

直人様

＊同行者 八尾中央ＲＣ 幹事 片岡

基博様

●古城様、卓話ありがとうございます。
鈴木 洋会員

★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

●家内の誕生祝、ありがとうございます。
品川 芳洋会員
●古城米山奨学委員長、御苦労さまです。
池本 繁喜会員
●地区米山奨学委員長 古城様、卓話よろしくお願い
します。

長尾 穣治会員

●本日は地区米山奨学委員長 古城紀雄様、遠路お越

思われます。
現状、八尾ビルディングは、デベロッパー探し
に疾走しているようで、今月末に進捗報告をする
予定との事です。
我々としては、もう少し様子をみながらも例会
場や事務所の代替場所を探す動きをする必要は
ありそうです。

しいただき有難うございます。
誕生日祝いありがとうございます。

幹事報告

桑田 タア子会員
①次週 10/14（金）は林ガバナー補佐と百済ガバ
ナー補佐エレクトをお迎えしての第 3 回クラ
ブ協議会が開催されますので、皆様、出席をお
10 月誕生月祝
上山会員・桑田会員・中澤会員

●今回合計

●累

10,000 円

願いいたします。
10 月結婚記念日祝
山田会員・高橋会員

計 300,010 円

「米山奨学事業の現状と
新しい流れ」

会長の時間

-八尾東ＲＣの皆々様地区米山奨学委員長

本日の新聞の一面にショッキングな記事がでてい

千里ＲＣ

古城

紀雄氏

ました。
そごう・西武百貨店とＨ２Ｏリテイリングが業務
提携すると発表されました。
我が西武八尾店の閉店を決定した後、関西にある

平素は「米山奨学事業」に対して多大なるご支
援、ご協力を賜り誠にありがとうございます。ま
たこの度は貴クラブでの卓話の機会をいただき、

神戸、西神、高槻の３店舗をＨ２Ｏに譲渡するとの

誠にありがとうございました。

事なので、残念ながら八尾店については、よほど深

本事業が米山梅吉翁の遺徳を偲びつつ、1954 年

刻な経営状況であった事が想像できます。阪急・阪

にスタートして 62 年間が経ちました。この間、

神百貨店を運営しているＨ２Ｏが、上記３店舗と同

先輩ロータリアンの方々の間断なき努力の結果

じように八尾店の運営をしてくれれば、現状と同じ

として、今や日本のロータリアンがその理念を目

ようなもしくはそれ以上の運営が期待できたと思い

に見える形で実践できる有用な事業と認識され

ますが、Ｈ２Ｏとしても近鉄沿線ではメリットも無

るようになっています。19,000 人を超す元奨学

いので、譲渡の必要もなかったのでしょう。

生（米山学友）からはすでに 3 人のガバナーが輩

八尾店のこの状況では、セブン＆アイホールディ

出しており、また少なくとも 220 人がロータリア

ングスとしても手放す以外に方法はないと判断して

ンとなっています。指定校からの奨学生候補者推

いるような気がしますし、沿線である近鉄百貨店も

薦制度、世話クラブ・カウンセラー制度など、事

運営には名乗りをあげないとなれば、いよいよ厳し

業の骨格もその意義を十分に発揮し、来年は財団

い決断がせまられる事を覚悟しなければならないと

法人化 50 周年の記念の年を迎えます。上述のよ

うに、この事業が、世界からの留学生と心を交わ

せんので、今年度はガバナー方針に呼応して前向きに

し合い、遠い将来へ向けて世界平和を希求する息

本事業に取り組んでくださり、結果として 2018 年 4

長い日本発のロータリー運動として、年々活発に

月より奨学生を世話クラブとなって受け入れて下さ

展開されつつありますことは同慶の至りと考え

れば幸いです。どうかよろしくお願い申し上げます。

ております。

10 月度定例理事会報告

申すまでもなく、奨学生への支援は、ロータリア

幹事：高橋

ンの皆さんから毎年いただく寄付を源泉として

広一

います。最近、当地区では、おひとり 30,000 円
（普通寄付と特別寄付の合計）をお願いしてきて
いますが、本年の松本 DG におかれても 3 月の
PETS, 4 月の地区研修協議会において、当地区で
の米山事業への寄付について、「普通寄付と特別
寄付の合計目標をひとり 30,000 円とする」およ
び「今後は複数世話クラブ制度の活用を促進す

●日

例会前
●場

所：例会場

案件：
1.

会計報告 9 月分⇒承認

2.

人事案件の件
⇒人事案件について協議した。
（継続）

3.

っぱい汗をかくこととしています。

辻盛新入会員の所属委員会の件
⇒例会運営委員会の上山 R・武田 R（山田 R）の

この 62 年間、本事業はいくつかの改変が行わ
れています。「救貧型」という初期の趣旨は 2000

11：05～12：20

●出席者：理事役員 8 名

る」とのガバナー方針を明示されました。地区委
員会としてもこの方針が達成されるように精い

時：2016 年 10 月 7 日(金)

グループに所属とする。（決定）
4.

新入会員歓迎会の件

年頃に「ロータリアンと協働できる優秀な人材育

⇒山田クラブ運営委員長と長尾親睦委員長に決

成型」になりました。加えて、「表彰制度」の改

めていただくが、出来れば上半期中に開催し

訂も行い、さらに、最近では「多様な国々からの

たい。（保留）

奨学生採用」に留意し、海外からの直接応募も可能

5.

⇒現会長・・中澤 R、会長エレクト・・大松 R、

にするなどの新しい流れも実施されてきています。

会長経験者・・山田 R、幹事経験者・・森下 R、

また、従来「特別寄付者の割合」については地区へ

会員歴 3 年以上・・堀内 R の 5 名とする。
（承

の奨学生配置数の算定に考慮されていませんでし

認）

たが、今年度の寄付状況から算出される再来年 4 月
配置から、この特別寄付者割合も算定基礎データと

6.

る。（継続）
7.

度実績をみますと 71.4%に留まり、残念ながら
28.6％の会員におかれて特別寄付ゼロという状況

8.

足以来今まで受入れ奨学生は 4 名となっています。
ここ 3 年間は世話クラブとなっていただいていま

クラブ戦略計画委員会の件
⇒当クラブとしては、昨年に引き続き、現時点

30,000 円の目標の達成とともに、より多くの会員

資料によりますと八尾東 RC におかれては事業発

次年度ＩＭロータリーデーの件
⇒鈴木会員より再度確認を行う。（保留）

でした。ということで、おひとりの平均寄付額

から特別寄付をお願いする方針でおります。

事務局移転の件
⇒10 月に再度動きがあるようなので様子を見

して「新たに」考慮されることになりました。
この「特別寄付者割合」につき当地区全体の前年

指名委員会発足の件

では発足予定なしを確認。
9.

野球同好会への支援金の件
⇒前年度と同じく親睦予算より 18 万円とする。
（承認）
以上

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY

