
★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 2120 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢我等の生業」

③ ビジターの紹介

④ 皆出席祝 1年 辻田 摂会員

⑤ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑥ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑦ 第 4回クラブフォーラム

   職業奉仕委員会部門

大松 桂右職業奉仕委員長

⑧ 閉会 点鐘

第 2121 回例会 2月 3日（金）

☆2月誕生月祝

大橋会員、木村会員、大松会員、安田会員

上山夫人、松本夫人、森下夫人、山田夫人

☆2月結婚記念日祝

奥田会員、品川会員、森下会員

☆卓話 ｢最近の石油情勢 パート 5｣

森下 慶治会員

２０１７年１月２７日（金）第２１０７号

2017年 1月 20日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2119回 28名 20名 91.0％
出席義務免除

6名（出 0）

第2117回 28名 21名 91.3％
補    填

1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！

＊2/3（金）～2/5（日）

ダウンタウンマニラＲＣとの共同事業

Rac Journ プロジェクト参加の為、

フィリピンへ

・2/3（金）出発

・2/4（土）プロジェクトに参加

・2/5（日）帰国

中澤会長・鈴木奉仕活動委員長・山田副会長

参加予定

＊2/4（土）

①第 1回 クラブ戦略計画委員長会議

於：YMCA 会館 2階 大会議室

登録開始 9：30～ 会議 10：00～12：00

高橋幹事 出席予定

②地区ロータリー財団地区補助金管理セミナー

於：大阪 YMCA 会館 2Fホール

登録 13：30～14：00 開会 14：00～17：00

高岡次年度幹事、大橋次年度社会奉仕委員長

出席予定



ニコニコ箱

●皆様、本日のクラブ協議会よろしくお願いします。

                 中澤 剛会員

●先週欠席のおわび。

今日は大寒です。皆様お身体に気を付けて下さい。

               長尾 穣治会員

●安田さんのエレクトーン修理＆安田さんの会社の

ＮＨＫ放送に。        山田 哲男会員

●今回合計 2,000円

●累  計 395,010 円

幹事報告

①本日は特にございません。

ータリーの卓話の始まりと伝えられています。

第７回の例会以降、会合が食事つきとなると、

欧米の習慣である after-dinner speech＝卓話を

取り入れたこともごく自然な成り行きと考えら

れているようです。

したがって、卓話は、ロータリー関連の話に限ら

ず、職業や業界の話、趣味の話、時事問題等、会

員が広い知識を得るための手段と捉えられてい

たようです。

会長の時間

本日は、ロータリー初期の例会について調べてみ

ました。

当初の会合は、先日お伝えしたように例会場は、

輪番制で、日程は、隔週で開催されていたようです。

６回目の会合の時、会員の１人が、空腹で食事をと

っていた事により遅刻してしまったとの事です。そ

れならば皆で食事をすれば良いという事になって、

７回目の会合を食事のできるホテルに変更して行っ

たとの事です。これが大成功だったようで、次回の

８回目以降は、ホテル、ヨットハーバー、レストラ

ンなどを巡って集会場にするようになり、ここに例

会には、昼食または夕食を兼ねるという伝統がはじ

まったようです。

ロータリーのメンバーは、順調に増加し、創立１

年後には、８０名を超える会員数となったそうです。

これだけの人数になると例会場は、シャーマン・ホ

テルに限られるようになり、このホテルの改装で、

大会議場が設けられてからは、シカゴ・クラブは、

恒久的に例会場として使用するようになったとの事

です。

また、３回目の会合の時に初代会長のシルヴェス

ター・シールが自身の職業である石炭業界の話をし

たという記録が残されているようです。これが、ロ

第 4 回クラブ協議会報告

幹事 高橋 広一

●日 時 ：2017 年 1月 20 日

13：00～13：45

於 例会場

●委員長欠席：

・会員増強（職業分類）

品川会員 →代理 上田会員

司会進行 高橋幹事

◎開会の辞  中澤会長

◎クラブ現況 高橋幹事

◎会計予算 髙岡会計

各委員会報告

＜クラブ運営委員会＞

・例会運営

⇒計画書通り

・親睦活動

⇒親睦旅行について、早く日程を決めてほし

いとの意見があった。

・プログラム・会報

⇒計画書通り



＜会員組織委員会＞

・会員増強（職業分類）

  ⇒計画書通り

・会員研修・情報（会員選考）

  ⇒計画書通り

・広報・雑誌

  ⇒計画書通り

＜職業奉仕委員会＞

⇒具体的な活動実績がない

＜奉仕活動委員会＞

・社会奉仕

  ⇒①アールブリュットの件

   次回は開催日が 9月になるため、ロータリ

ー年度では次年度になる。その為、今年度

はアールブリュット展示用の備品購入用

としたい。

  ・環境保全

  ・青少年奉仕

   ⇒計画書通り

・国際奉仕

  ⇒Rac Journ プロジェクトには2017年 2月 3

日～2 月 5 日の予定で中澤会長、山田 R、

鈴木 Rがフィリピン訪問予定。

・Ｒ財団

⇒計画通り実行し、12/7 に送金済。

  ・米山奨学

   ⇒特別寄付を 11/28 に送金済。

＜会場監督・ＳＡＡ＞

⇒最近、例会に参加する際に会員章バッチを着

用していない会員が増えている。例会に参加

する際には会員章の着用が義務であること

の再確認。夏服にはクリップ式会員章やルー

プタイなどがあるので、各自で購入してそれ

らの着用をお願いする。

＜ＩＭ実行準備委員会＞

⇒ＩＭの日程を 2018 年 4 月 14 日（土）

  於：シェラトン都ホテル大阪で決定。

  ＩＭ４組各クラブへは連絡済。

  ＩＭ副実行委員長を中澤会員、山田会員に決定

済。

  2/10（金）の卓話の時間を使って、ＩＭについ

て話し合いを行う。

＜定款・細則検討委員会＞

⇒2 月初めごろに最新の手続要欄が届いてから検

討を開始する。

◎閉会の辞 山田副会長

以上

2016-17 年度臨時理事会報告

幹事：高橋 広一

●日 時：2017 年 1月 25 日（水）

◎次年度委員会構成について⇒承認

（現段階では各委員長レベルのみで他につい

ては後日決定予定）

                   以上



第２６６０地区
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