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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

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

★会員懇親会及び新入会員歓迎会
第 2115 回移動例会

13：30～

於：例会場

地区大会に伴い日時・場所変更
☆地区大会 2 日目
例会

＊食事は年次総会終了後からスタートします。

12：30～

於：国際会議場

アルコールをご用意しますので、飲まれる方は
5Ｆ

エスカレーター前

車での来会をお控えください。

① 開会 点鐘
② 会務報告

2016 年 12 月 2 日（金）
出席報告

｢会長の時間｣「幹事報告」
③ 委員会報告

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2114 回

29 名

19 名

86.4％

第 2112 回

29 名

22 名

95.7％

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
④ 閉会

点鐘

備 考
出席義務免除
7 名（出 0）
補
填
4名

於：国際会議場 5Ｆメインホール

ニコニコ箱

◎登

●山田会員の卓話楽しみにしています。

録

◎本会議

12：15～

中澤 剛会員

13：00～17：30

●山田さんの「卓話の話」楽しみです。

特別基調講演
毎日新聞社

特別編集委員

鈴木 洋会員

岸井成格氏

●山田さん、卓話よろしくお願いします。
大橋 秀造会員
2016 年最終例会

●拙い卓話ですが宜しくお願いします。

第 2116 回例会（年次総会）12 月 16 日（金）
☆例会 12：30～13：30

山田 哲男会員
●山田さん、卓話よろしくお願いします。

（年次総会 13：00～13：30）
☆｢ロータリーの友｣紹介
辻田

長尾 穣治会員
●山田さん、卓話ご苦労様です。

摂広報・雑誌委員長

桑田 タア子会員

★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

●例会欠席のおわび。

森下 慶治会員

●山田さん、卓話楽しみにしています。
浦本 修三会員

局とバンケットルームになるので、正式な話が
あるまでわかりませんが、５月末日までの短期
契約期間中は、現状通り使用できるというよう
な感じでした。
実際に交渉をした後、またご報告させていただ
きます。

12 月誕生月祝
石川会員

●今回合計

幹事報告

8,000 円
12 月結婚記念日祝
谷村会員

●累

計

346,010 円

①次週は地区大会に伴い、12/10（土）に移動例
会となっておりますので、お間違えのないよう
お願い致します。

会長の時間
本日は、昨日、八尾ビルディングの再建説明会に出

「卓話の内容」

席しました内容を報告いたします。

山田

哲男会員

商業施設として継続する為に懸案事項となっていま
したデベロッパーが、ザイマックスに決まったとの

卓話の内容ほど頭を悩ますことはありません。

事でした。

１１月３０日に上山会員が野球に関する内容で

よって、西武百貨店としては、運営終了するものの

八尾ロータリーさんで交換卓話を行ったそうで

この建物は、商業施設として継続するという事とな

す。

りました。

私にはそのようなキラーコンテンツがありませ

これからザイマックスの担当者が、個別にテナント

んので、今回もあれはどうかこれはどうかと悩み

側と出店契約についての交渉を１２月末までにすす

続けていました。

め、１月下旬までには、まず、現在出店している店
舗の存続道筋を立て全体プランを発表したいとの事

先日、辛坊治郎さんの講演を聴く機会があり、ヨ

でした。

ットでの遭難・救助の話題では、切迫した危機と

我々も後日、交渉の席を持つ事になるとの事です。

奇跡的に助かった様子を得意のしゃべくりで聞

その後、２月末日での西武百貨店の閉店後、３月１

きました。

日～５月末日までを短期契約期間、６月～で出店本

ロープの最後の結び目、緊急避難セット、甲板に

契約という予定を組んでいるとの事でした。

あった杭、日本にしか無い世界最高水準の飛行艇

当面は、空床部もでてくるので、現在、新規出店の

どれ一つ欠けても、今私はこの世に生きていなか

リーシングも進めているとの事で、店舗が揃う見込

った、多くの方にささえで今の自分があり感謝の

みである８月のお盆明け～９月中旬のどこかで新規

気持ちをこの事件の後持つようになったことで

商業施設として、グランドオープンという構想でし

締めくくりました。

た。

これもキラーコンテンツでした。

まだ、施設名称も決まっていないとの事でした。
我々に関わるところとしては、店舗ではなく、事務

結局いろいろ考えても私にはキラーコンテンツ

はなく名案もでないので、いっそのこと卓話の題

決まっている。

は「卓話の内容」にしようとあれこれ悩んでいた
内容自体を卓話にしてしまおうと。

■ＡＩ。
（１）実現されそうなこと。

講演のなかでは東京と大阪のマスコミの寛容度

①コールセンター。

の差についても話されました。

②人工知能ドクターによる診断。

２００３年９月に中国で日本人が行った集団買

③自動運転。

春について、とあるコメンテーターが不適切な発

④人型ロボット。

言を大阪のテレビで行ったら「何を言うてんね

・介護、家事、消防、検品、職人、
・・・・

ん」という感じの笑いで終了、同じ発言を東京の

軍人。

テレビで行ったら次週の放送で謝罪をして番組
降板。

（２）世の中どのように変わる。

東京と大阪のテレビでは言論の自由の範囲が明

①人の仕事がなくなるのが心配なんて古い

確に異なるようです。

価値観。
②仕事しなくても物や食べ物が有り余るの

そこで最初に考えたのが

で自由に手に入る。

■マスコミに関連した内容。

③仕事もなくなるがお金もなくなるので

（１）強行採決とは、暴力や会議欠席などの強硬

は？

な手段によりルールに則った採決を妨害

④少なくとも金銭欲、物欲、職業に変わる新

すること。

しい価値観生きがいが必要になる。

（２）歴史修正主義者は正しくは歴史訂正主義者

⑤さて人類は幸せになれるのだろうか。

と表現すべきでは。
修正と訂正は似ているようで大きく異な

（３）心配事。

ります。

①資源争奪。

（３）トランプ当選。平和主義者を名乗る反トラ

②人間への反乱。

ンプデモはテレビでよく見るが、トランプ

③生命の定義。

支持者の女性が同様の集団に暴行される
ニュースはテレビで見かけない。
（４）沖縄の反基地運動。機動隊の暴言は針小棒

次の機会にはこれらの中から卓話出来るように準
備しておこうと思います。

大に反基地運動家の暴言はなかったこと
に。

12 月度定例理事会報告

（５）高齢者の自動車事故。多くの事故はスバル

幹事：高橋

のアイサイトで防げるがトヨタの体制が
不十分なためか、自動ブレーキの突っ込ん

●日

だ話にはならず、高齢者教習などの規制の
話で終わる。
（６）オリンピックの会場、競技団体の意向を聞
いても新設と既存であれば新設が良いに

時：2016 年 12 月 2 日(金)
例会前

●場

11：10～12：00

所：例会場

●出席者：理事役員 7 名、オブザーバー1 名

広一

案件：
1.

次年度当クラブホスト ＩＭロータリーデーの
件
⇒開催日、第一希望 2018 年 4 月 14 日（土）、
第二希望 2018 年 3 月 31 日（土）
場所：シェラトン都ホテル大阪として地区に
連絡済。現在、返事待ち。
ＩＭ副委員長は山田会員、中澤会員に決定。
残りの組織については後日決定する。
（承認）

2.

会計報告 11 月分及び下半期会費請求書の件
⇒承認

3.

本年度ＩＭロータリーでの当クラブの奉仕活動
についての発表の件
⇒国際奉仕

姉妹クラブ

ダウンタウンマニラ

ＲＣとの奉仕活動についての発表とする。
パワーポイントと使ってのプレゼンとし、担
当者は鈴木奉仕活動委員長とする。（決定）
4.

西武百貨店閉店後の件
⇒会長より 12/1 の説明会の報告があった。（詳
細は「会長の時間」を参照）とりあえず 5 月
末まで様子を見る。
（継続）

5.

武田会員の出席義務免除届の件
⇒武田会員については年度初めに上半期のみの
出席義務免除届が承認となっているため、下
半期について幹事より再度確認する。
（保留）

6.

クラブから奥田会員へのお祝いの件
⇒親睦

お祝いの予算よりロータリーマーク入

りのパーカーのボールペンとする。
（承認）
7.

地区からの財団 100 周年を祝う 熊本地震復興
支援プロジェクト支援の協力の件
⇒賛同。（決定）
以上

