
★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

ニコニコ箱

●野球と先週例会欠席のお詫び。 山田 哲男会員

●堀内さん、クラブフォーラムよろしく。

                池本 繁喜会員

●本日は卓話の代わりにクラブフォーラムです。ガ

ンバりましょう！       石川 義一会員

●久し振りのフォーラム楽しみです。

                品川 芳洋会員

２０１６年１２月２日（金）第２１０１号

2016年 11月 25日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2113回 29名 17名 73.9％
出席義務免除

7名（出 1）

第2111回 29名 17名 77.3％
補    填

0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！

第 2114 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

③ ビジターの紹介

④ 会員及び会員夫人誕生月祝

石川会員、森田会員、坂原夫人

⑤ 結婚記念日祝 谷村会員

⑥ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑦ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑧ 卓話 ｢卓話の内容｣   山田 哲男会員

⑨ 閉会 点鐘

＊例会前：12月度定例理事会

第 2115 回移動例会 12 月 10 日（土）

＊移動例会   12：30～

於：国際会議場 5Ｆ エスカレーター前

★ＲＩ第 2660 地区 2016～17 年度地区大会

（大会第 2日目）

於：国際会議場 5Ｆメインホール

◎登 録  12：15～

◎本会議   13：00～17：30

特別基調講演

毎日新聞社 特別編集委員 岸井成格氏

地区大会に伴い日時・場所変更

☆12月 9日（金） 地区大会 1日目

於：大阪国際会議場 5Ｆ

◎開会式      13：30～15：00

◎分科会Ⅰ    15：20～17：00

◎分科会Ⅱ、Ⅲ  15：20～16：50

●ＲＩ会長代理歓迎晩餐会

登録 17：00～ 開宴 18：00～20：30

（於：リーガロイヤルホテル 3Ｆ 光琳の間）



●何となく！           鈴木 洋会員

●第 3 回クラブフォーラム、堀内社会奉仕委員長宜

しくお願いします。

年末ジャンボ買いました。10 億円当たりますよう

に。（^^）           長尾 穣治会員

●今回合計    4,000円

●累   計  338,010 円

会長の時間

会長代理 山田 哲男

今回も規定審議会でロータリーの根幹ともいえる部

分の改訂があったようです。

毎週開催を原則とする例会ですが、月２回開催を容

認するとのことです。慣れ親しんだ毎週の例会が半

分になることに驚きと本当にそれで良いのかという

気持ちが禁じえません。

また 2013 年度には職業経験のない主婦が正会員と

しての入会資格対象になるなどの変更もありまし

た。

これらの変更に対して様々な意見がでて議論される

のは良いことです。

しかし、最近うわさで耳にすることで気になること

があります。

たとえば、「当地区では毎週例会で統一しよう」と地

区で検討していることなどです。

これは私の意見ですが、地区は各クラブへの奉仕を

行う組織であるべきと思います。

私は、それゆえ地区委をはじめガバナー補佐、ガバ

ナーは感謝され尊敬します。

ところが、財団補助金の決定権を地区が持っている

なども原因かと思いますが、地区が各クラブを指導

者であるかのような状態が気になります。

ＲＩ、地区、各クラブそしてロータリー財団を加え

た相互の関係について、会員の皆様にも考えていた

だければと思います。

幹事報告

①ガバナー事務所より下記の連絡が届いており

ます。

国際ロータリー第 2660 地区ガバナーノミニ

ー・デジグネート候補者の指名について

国際ロータリー細則第１３条の規定に基づ

き、大阪西南ロータリークラブ会員、   

四宮 孝郎氏が２０１９～２０２０年度国

際ロータリー第２６６０地区ガバナー 候

補者に指名されたことを宣言します。

                                   

以上

第三回クラブフォーラム報告

社会奉仕委員長

堀内 伸也

2016 年 11 月 25 日（金）に、13：00 より、出席

会員 17 名にて、第 3 回クラブフォーラム（社会

奉仕部門）を開催いたしました。

※ アールブリュットの件

2017 年 6 月頃実施予定で 2017 年 1 月頃から先

方事務局での準備が開始されます。

準備状況を大橋会員に聞き取りして頂くことを

お願い致しました。

※ 青少年奉仕委員会と社会奉仕委員会の共同

企画について

[案①] 市内の小学低学年を対象としたトラン

ポリン体験会

[案②] 室内版カーリング（カローリング）を

市内の障害者の方や一般の方参加の大会



皆様より下記たくさんのご意見を頂きました。

【山田】 トランポリンは体育（体操）としては

非常に効果がある

【石川】 トランポリンは地元などで行っている

グループがある

【品川】 アールブリュットは継続の方向でお願

いしたい

【桑田】 アールブリュットのお手伝いをもう少

しできないか

【大松】 市内でのカローリングなどはどうか

【大橋】 献血などはどうか（過去実績あり）

【池本】 障害者の方の運動会などはどうか（過

去実績あり）

【奥田】 アールブリュットに市内小学校から作

品を収集し展示してはどうか（教育委員・校長に

意見を聞いてはどうか）

今期実行できるよう、ご意見を参考に進行してま

いります。

ご参加ありがとうございました。



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY 


