
★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 2118 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢クラブソング」

③ ビジターの紹介

④ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

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

⑦ 卓話

｢国会議員㊙書 マル秘話

～秘書日記メールマガジンより～｣

元外務大臣 中山太郎秘書 西野 あすか氏

⑧ 閉会 点鐘

★例会後：第 1回次年度理事役員会合

＊1/14（土）

2016-2017 年度

第 2回クラブ国際奉仕委員長会議

於：薬業年金会館 301 号室

登録 13：30～ 会議 14：00～16：10

鈴木 洋奉仕活動委員長 出席予定

第 2119 回例会 1月 20 日（金）

☆卓話なし

◎第 4回クラブ協議会（13：00～）

ニコニコ箱

●明けましておめでとうございます。後半戦もよろ

しくお願いいたします。    中澤 剛会員

●本年もよろしくお願いします。

受章のお祝いありがとうございました。機会があ

れば受章の敬意をお話ししたいと思います。

    奥田 長二会員

●本年もよろしく！        鈴木 洋会員

●明けましておめでとうございます。御無沙汰して

おります!!          武田 大輔会員

●明けましておめでとうございます。本年もどうぞ

宜敷く御願申し上げます。   森下 慶治会員

●明けましておめでとうございます。今年もよろし

くお願いします。       山田 哲男会員

●あけましておめでとうございます。本年もどうぞ

よろしくお願い致します。   品川 芳洋会員

●あけましておめでとうございます。本年もよろし

くお願いします。       大橋 秀造会員

●あけましておめでとうございます。本年もよろし

くお願いします。

誕生月お祝いありがとうございます。

長尾 穣治会員

２０１７年１月１３日（金）第２１０５号

2017 年 1月 6日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2117回 28名 21名 91.3％
出席義務免除

6名（出 1）

第2115回 29名 18名 78.3％
補    填

5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！



会長の時間

本日は、卓話にてお話致します。

幹事報告

①東大阪中央ＲＣよりチャリティイベントの御案内

が届いております。参加希望の方は事務局までお

願い致します。

1 月結婚記念日祝

髙岡会員・中澤会員

●本年もよろしくお願いします。  池本 繁喜会員

●本年もよろしくお願い致します。 大松 桂右会員

●皆様おめでとう御座います。今年もより年でありま

すように!!         桑田 タア子会員

●今回合計 33,000円

●累  計 389,010円

1 月誕生月祝

山田会員

「新年を迎えて」

   中澤 剛会長

明けましておめでとうございます。

会長として、新年を迎える事になりましたが、

未だ何もわからない事ばかりで、旧年中、皆様に

ご迷惑をおかけしたまま、新年も引き続きご迷惑

をおかけする事になろうかと思いますので、ご協

力くださいますようよろしくお願いいたします。

新年を迎えるという事は、会長職として折り返

し地点を迎えるという事になろうかと思います

が、当クラブは、これからの後半戦に大きなイベ

ントがありますので、気をひきしめたいと思いま

す。

後半戦の主な動きについて、列挙いたします。

・西武八尾店の撤退後について

まず、今年一番の関心事として、スタートした

時には、想定外の事でした西武八尾店の撤退後の

契約について現状の報告をさせていただきます。

西武撤退後の 3/1 以降の運営をされるザイマ

ックス社様と初めての面談を終えました。

以前からの報告通り、先方は、基本的には継続

契約を希望との事ですが、この８階のフロアの運

営方法がまだ定まっていないとの事でした。場合

によっては、飲食フロアを移動させる事も検討し

ているとの事で、どれだけの店舗が残り、また新

規出店してくれるかによって、変わってくるとの

事でしたので、例会場であるバンケットルームの

存続自体も併せて問われているという状況のよ

うでした。

事務局については、場所的にも大きな変更も無

さそうなので、当面、継続できるような感じです

が、バンケットルームありきでの話をしています

ので、微妙な状況であるというのが実情です。

そのような状況の中で、５月までは、改装工事

が入りバンケットルームが使えなくなったとし

ても金曜日の例会時間および理事会の開催時間

は、イベントホールの一部や裏の従業員用の会議

室または休憩スペース等を臨時で用意いただけ

1 月誕生月祝

長尾会員

上半期皆出席祝

高橋会員

ポールハリスフェロー

髙岡会員・上山会員・堀内会員

ポールハリスフェロー

長尾会員・大松会員・鈴木会員・中澤会員・山田会員

ベネファクター

大橋会員



るとの事でしたので、３～５月の短期での契約を

結ぶ事で合意しました。

３月頃には、６月からの本契約に向けての交渉

が始まるようですが、その時には、この８階の使

い方が決まってくるとの事でした。そこで、バン

ケットルームもしくは、例会場を確保する事がで

きなければ、新たな場所を探す必要が出てきます

ので、最悪の事態を想定し、引き続き例会場の検

索は、必要であるという事になろうかと思いま

す。

・国際奉仕活動におけるフィリピン訪問

個人的にも初めてのフィリピンという事で、不

安と期待で圧倒的に不安の方が大きいのですが、

先輩２名（鈴木会員、山田会員）の邪魔にならな

いよう気を付け、八尾東ロータリークラブの代表

として任務を全うしたいと思っています。

・社会奉仕活動について

アールブリュット展が６月に開催予定となっ

ており、当クラブも一昨年、昨年に続き規模を縮

小するものの支援します。

・親睦行事について

恒例の親睦旅行には、できるだけたくさんのご

参加を期待しています。

今年は、どこに行くのかまだ何も聞いていませ

んが、楽しみにしています。

また、今春の四輪会と八尾市内８クラブ交歓会

を当クラブがホストとして運営しなければなり

ませんので、皆様のご協力をお願いいたします。

・第４組ＩＭ（ＲＤ）

４月にロータリーデイが開催されます。来年、

当クラブがホストとなりますので、石川実行委員

長を中心に全員参加で、来年の準備をお願いした

いと思っております。

・近隣４クラブ合同例会

八尾ＲＣの提案で、５/１３（土）夜に近隣４

クラブの合同例会を開催するという事になりま

した。

1 月度定例理事会報告

幹事：高橋 広一

●日 時：2017 年 1 月 6日(金)

例会前 11：05～12：15

●場 所：例会場

●出席者：理事役員 6名・オブザーバー1名

案件：

1. 次年度当クラブホスト ＩＭロータリーデイ

準備の件

⇒準備委員会構成表案を近日中に作成予定。

3月の理事会までに報告する。（継続）

2. 会計報告 12 月分⇒承認

3. 人事案件について

⇒浦本 修三会員の 12/31 付退会を承認。

4. 4 クラブ合同例会の件

⇒八尾ＲＣより 5/13（土）の夜と連絡有り。詳

細が不明なので再度八尾ＲＣに確認する。（保

留）

5. フィリピン訪問の補助金及びお土産の件

⇒補助金として奉仕予備費より 10 万円拠出。

お土産代として交際費より約 2万円拠出。

お土産は 25 人分を髙岡会員が用意する。（承

認）

6. 2 月の理事会の日程について

⇒2/3（金）は中澤会長、山田会員、鈴木会員が

フィリピン訪問で不在の為、2/10（金）の例

会前に理事会を開催する。（決定）

7. 2017 年米山奨学生受入れの件

⇒受入れない。（承認）

8. 2016 年規定審議会に基づくクラブ運営の件

⇒2 月頭に手続要欄が届き次第、検討委員会が

実働し始める。（継続）

9. 2017 年決議審議会 決議案提出の件

⇒地区からの資料を全会員に配布。意見のある

会員には理事会に提出して頂く。（承認）

以上

合同例会とするのか八尾ＲＣの拡大例会とし、当ク

ラブから出席するメンバーは、メーキャップとする

のか等、詳細を確認しますが、今の時点で予定を空

けておいていただきたくお願いいたします。



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY 


