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RI テーマ

良き出会いを大切に！

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

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

☆卓話
「国会議員㊙書

2017 年初例会

マル秘話

～秘書日記メールマガジンより～」

第 2117 回例会

元外務大臣

① 開会 点鐘

中山太郎秘書

西野 あすか氏

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」
★例会後：第 1 回次年度理事役員会合

③ ビジターの紹介
④ 会員及び会員夫人誕生月祝
坂原会員、長尾会員、山田会員、上田夫人
⑤ 会員結婚記念日祝 中澤会員、髙岡会員

＊1/14（土）
2016-2017 年度
第 2 回クラブ国際奉仕委員長会議

⑥ 上半期ＨＣ皆出席祝 高橋会員
⑦ 乾杯・昼食

於：薬業年金会館 301 号室

⑧ 会務報告

登録 13：30～
鈴木

｢会長の時間｣「幹事報告」

会議 14：00～16：10
洋奉仕活動委員長 出席予定

⑨ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑩ 卓話
｢新年を迎えて｣ 中澤 剛会長
⑪ 閉会

点鐘

★例会前：1 月度定例理事会

2016 年 12 月 16 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2116 回

29 名

19 名

82.6％

第 2114 回

29 名

21 名

91.3％

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
2名

ニコニコ箱
第 2118 回例会

1 月 13 日（金）

☆｢ロータリーの友｣紹介
辻田

●皆様、良いお年をお迎え下さい。 中澤 剛会員
●今年 1 年いろいろとありがとうございました。

摂広報・雑誌委員長

来る年もよろしくお願い致します。
奥田 長二会員

★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

●早いもので年次総会の年末になってきました。
次年度理事役員ご苦労様です。 森下 慶治会員

因として、あまり知られていませんが、劣悪な
環境による健康被害があるとの事です。

●2016 年ありがとうございました。大橋 秀造会員
●先週の地区大会欠席のお詫び。

長尾 穣治会員

その中でロータリーの活動の一例として、１

●本年度上半期も今日で終わりです。皆様お元気で

台100ドルの調理用ストーブが各家庭での不幸

お過ごし下さい!!

な事故を無くし、今までに3,000台以上が提供

辻田さん、友の紹介御苦労さまです。

されているという「ヒマラヤでの家庭排気対策

桑田 タア子会員

プロジェクト」を紹介されています。

●◎辻盛さん、歓迎会お楽しみ下さい。
◎今年も 1 年間お世話になりました。

・ガバナーノミニー・デジグネートの候補者の

山田 哲男会員
●本年お世話になりました。

鈴木 洋会員

●米山功労賞をいただいてありがとうございまし
た。

池本 繁喜会員

指名について
期日までに、3クラブより候補者の推薦があり大
阪西南RC 四宮孝郎氏を2019－2020年度国際ロ
ータリー第2660地区ガバナー候補者として指名
し、所定の手続きを終え、正式に決定したとの
事です。

・ローターアクトの例会についての紹介

奥田会員
紺綬褒章受章祝

第 7 回米山功労賞
第 6 回米山功労賞
第 5 回米山功労賞

池本会員
鈴木会員
森下会員

ローターアクトクラブは、月2回の例会をメイン
の活動として地区内19クラブ、約270名が活動し
ているとの事です。18～30歳の男女が参加して

●今回合計

10,000 円

おり学生から社会人まで様々な会員がいるよう
です。

●累

計

356,010 円

R 財団地区奉仕賞
木村会員

会長の時間

幹事報告
①次週（12/23）は祭日、次々週（12/30）は定款
による休会で、2017 年初例会は 1 月 6 日（金）

本日は、12 月のガバナー月信のトピックスをお伝
えいたします。

となります。アルコールをご用意しますので、
飲まれる方はお車での来会をお控え下さい。

・ガバナーのメッセージから
ロータリー財団の六重点分野に属している疾病予
防と治療月間について、記載されています。

年次総会報告
幹事

高橋

広一

世界には196の国がありますが、保健従事者の数が
人口1万人あたり23人に満たない国が57あり、毎年世

平成 28 年 12 月 16 日（金）、年次総会が開催され、

界で240万人の医師、看護師、助産師、熟練介護者が

会員総数 29 名のうち 19 名が出席（定足数に達す

不足しています。

る）し、2017-18 年度の理事及び役員の選挙が実

このような医療従事者の不足から起こる、一般的
な伝染病などの疾病による死亡の他、命を落とす要

施されました。開票の結果、満場一致を以って各
候補者全員が承認されました。

新入会員歓迎会報告
親睦活動委員長 長尾

穣治

平成 28 年 12 月 16 日年次総会後、9 月 2 日にご入
会されました辻盛英一会員の新入会員歓迎会を
例会会場で行いました。
当日、19 名の参加を頂き誠に有難うございまし
た。
はじめに中澤会長より歓迎のご挨拶を頂いた後、
辻盛会員より本日の御礼の御挨拶がありました。
その後、今、カンボジアで行っているボランティ
ア活動の話、12 月 11 日のホノルルマラソンに参
加され、完走（7 時間）した話を頂きました。
また、昨年入会されました安田会員より半年ぐら
いで退会するつもりが 1 年たってしまったとユニ
ークなお話と乾杯をして頂きました。
乾杯後約 2 時間楽しいひと時を過ごすことが出来
ました。
最後に高橋幹事の中締めを以て無事終了いたし
ました
会員各位には下期も歓迎会が行えるよう 1 名以上
の新入会員を迎えられますよう増強を図ってい
ただきたく宜しくお願い致します。

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY

