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良き出会いを大切に！
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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

●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 10 月 14 日（金）
出席報告

第 2109 回例会
① 開会 点鐘

例会数

会員数

出席数

出席率

② ソング ｢奉仕の理想」

第 2108 回

29 名

18 名

81.8％

③ ビジターの紹介

第 2106 回

29 名

18 名

78.3％

備 考
出席義務免除
7 名（出 0）
補
填
2名

④ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」

ニコニコ箱

⑤ 委員会報告

●クラブ協議会よろしくお願いします。

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑥ 交換卓話 ｢体罰について｣

●本日はお忙しい中、林芳繁ガバナー補佐、百済洋

八尾中央ＲＣ 青少年奉仕副委員長
こんだ

一ガバナー補佐エレクト、ご訪問ありがとうござ
なおと

近田 直人様
⑦ 閉会

中澤 剛会員

点鐘

います。

桑田 タア子会員

●林様、百済様、クラブ訪問ありがとうございます。
ご指導よろしくお願いします。

＊10/27（木）

●林様、百済様、ご訪問ありがとうございます。

◆第９０回四輪会ゴルフコンペ

山田 哲男会員

（ホスト：大阪柏原ＲＣ）

●林ガバナー補佐、百済ガバナー補佐エレクト、ク

於：秋津原カントリークラブ

ラブ訪問ありがとうございます。森下 慶治会員

高橋会員、辻田会員、柳会員、山田会員
参加予定

●林ガバナー補佐及び百済ガバナー補佐エレクト、
宜しくお願いします。

●今回合計

第 2110 回例会

鈴木 洋会員

浦本 修三会員

4,000 円

10 月 28 日（金）

☆卓話「昆虫の世界」上田 郁生会員

●累

計 304,010 円

★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 3 回クラブ協議会報告

会長の時間

幹事

高橋

広一

本日は、ガバナー月信のトピックスをお伝えしま
●日

す。

時

：2016 年 10 月 14 日
13：05～14：00

ガバナーメッセージから、
・昨年度から10月の特別月間は「経済と地域社会
の発展」月間とされました。これはRI戦略計画の三

於

例会場

●委員長欠席：
・プログラム・会報

本柱の一つである「人道的奉仕の重点化と増加」に

上山会員

該当し、また６つの重点分野の一つでもあり、世界

・青少年奉仕

平和・理解を推進するための具体的な奉仕活動の指

・国際奉仕

→代理 山田会員

柳会員

→代理

堀内会員

武田会員

→代理

鈴木会員

針との事です。
現在、仕事を有しても1日約1ドルの生活を余儀な
くされる人は全世界で約14億人との事です。ロータ

司会進行

高橋幹事

◎開会の辞

リーはこの14億人を支援したい。この意志に基づき、 ◎クラブ現況
◎会計予算
ロータリーは人に投資し、地域社会の発展を促す活

中澤会長
高橋幹事
髙岡会計

動を世界各地で展開しています。単なる寄附や物資
の援助ではなく、雇用機会の創出と起業の支援が重

各委員会報告
＜クラブ運営委員会＞

要であるという事を述べられています。
・本年は、ロータリー財団創立１００周年の記念
すべき年にあたり、ここ数年にない多数のグローバ
ル補助金の申請があるとの事です。

・例会運営
⇒計画書通り
・親睦活動
⇒今回の PDCA リストには、新入会員歓迎会

・日本独自として10月の米山月間にも触れられて

を下期に行いたいと書いたが、先日の理事

います。米山月間の意味は、経済と地域社会の発展

会で、出来れば上期にとのことだったの

に関連した仕事で活躍していくことを目指す専門職

で、これから計画する。

業人のための奨学金支援を強調する月間です。

・プログラム・会報
⇒交換卓話が順調に進んでいる。

米山奨学委員長からの米山月間にむけてのメッセー
ジやその他報告事項に地区大会の案内が掲載されて

＜会員組織委員会＞
・会員増強（職業分類）

います。

⇒計画書通り、あとひとりの入会を目指す。
・会員研修・情報（会員選考）

幹事報告

⇒計画書通り
誤字修正｢書く委員会｣⇒｢各委員会｣

①本日は 13：00～ 第 3 回クラブ協議会ですので、
宜しくお願い致します。

・広報・雑誌
⇒計画書通り

＜職業奉仕委員会＞
⇒他クラブの事業の見学者を募る。

★総合質疑応答
⇒森下会員より、人頭分担金の件を林ガバナー補
佐に質問。林ガバナー補佐からはガバナー公式

＜奉仕活動委員会＞
・社会奉仕
⇒③青少年奉仕委員会と共同の事業案も少
し出ている。

訪問の際に、松本ガバナーより説明があるとの
こと。
また、品川会員より、こういう重要な件に関す
る会員への広報の仕方についての意見があっ

・環境保全

た。林ガバナー補佐からは、松本ガバナーにお

・青少年奉仕

伝えしておきますとのこと。

⇒計画書通り
・国際奉仕
⇒ダウンタウンマニラＲＣと共同の奉仕事

林ガバナー補佐からの講評
・松本ガバナーの 5 つの方針の確認

業についての説明。2017 年 2 月 4 日の式典

・次々年度よりの新しいＩＭの組編成の件

への参加者を募る。

・ガバナー補佐選出方法変更の説明

・Ｒ財団
⇒基本部分の財団寄付 13,000 円、ポリオ
5,000 円を会費と共に集金済。それ以外

・本日聞いたクラブの計画、特に国際奉仕事業の
件と、質問いただいた人頭分担金の件は必ず松
本ガバナーにお伝え致しますとのこと。

は財団月間にお願いする。
・米山奨学

百済ガバナー補佐エレクトからの感想

⇒上半期普通寄付＠2,500 円×28 名＝

・各クラブの独自の活動を改めて認識。ロータリ

70,000 円は 8/8 に送金済。米山月間の

ークラブの活動は素晴らしいと再認識してい

10/7 には地区の米山奨学委員長に卓話

る。ガバナー補佐はクラブと地区のパイプ役だ

をお願いした。

と思うので、宜しくお願いします。

＜ＩＭ実行準備委員会＞
⇒まず、鈴木会員より、ＩＭホストが保留とな

◎閉会の辞

山田副会長

⇒充実したクラブ協議会であった。以前に比べ、

っていた件で、林ガバナー補佐に確認。

協議会がスムーズに進むのは数年前に導入し

林ガバナー補佐より、正式に次年度のＩＭホ

た PDCA リストのお陰だと思う。全体的に上手

ストは八尾東ＲＣにお願いするとの話があ

くいっているようである。

った。
これに基づき、石川委員長より、ＩＭのホス
トは全会員の力がなければ出来ないことな
ので、改めて皆様の協力をお願いしますとの
こと。

＜定款・細則検討委員会＞
⇒検討中

以上
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