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良き出会いを大切に！

Rotary International
国際ロータリー会長

ジョン F. ジャーム

第 2130 回例会

第 2129 回移動例会
ＩＭＲＤ開催に伴い、日時、場所変更
於：シェラトン都ホテル大阪
ＩＭＲＤ開催 ＜ホスト：東大阪中央ＲＣ＞
◎受

付

12：30

◎例

会

13：00

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

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

●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

4 月 14 日（金）

★例会前：4 月度定例理事会
☆4 月誕生月祝

品川会員、柳会員

☆4 月結婚記念日祝
石川会員、桑田会員、森田会員
☆会員増強アクションプログラム発表
1 班 リーダー：中澤Ｒ、
奥田Ｒ、谷村Ｒ，筒井Ｒ

① 開会 点鐘

☆｢ロータリーの友｣紹介
辻田

② 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」

摂広報・雑誌委員長

☆卓話「次年度の会長方針」
大松 桂右会長エレクト

③ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
④ 閉会

＊4/15（土）

点鐘

2017～2018 年度のための地区研修・協議会
於：大阪国際会議場

◎ＩＭＲＤ開会

13：30

◎懇

17：00

親

会

登録開始 12：30 開会 13：00
閉会予定 17：00
出席者（次年度役職者）

＊4/13（木）第 91 回四輪会
（ホスト：八尾東ＲＣ）
於：飛鳥カントリークラブ
集

合：9：30

スタート：10：00（アウト・イン同時スタート）
高岡会員、高橋会員、辻田会員、中澤会員
堀内会員、柳会員、山田会員 出席予定

大松会長、高岡幹事、
大橋クラブ運営委員長代理堀内会員、
品川職業奉仕委員長、大橋社会奉仕委員長、
辻盛国際奉仕委員長代理山田会員、
上山 R 財団委員長、
柳米山奨学委員長代理石川会員、
桑田クラブ研修リーダー代理中澤会員
出席予定

★例会場：八尾光町駅前ビル 8階 ℡:072(990)0511(代表） ★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 八尾光町駅前ビル内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

が馬車であった事から考案されたようです。
1910 年に全米ＲＣ連合会が結成されたときシカ

2017 年 3 月 24 日（金）
出席報告

ゴ・クラブは、12 本の細いスポークの馬車の車

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2128 回

28 名

17 名

77.3％

第 2126 回

28 名

15 名

71.4％

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
1名

輪にリボンと Rotary の文字が入っていたとの事
です。
全米ＲＣ連合会結成までに創立した 16 のクラ
ブは、それぞれ独自の紋章をつけていたようで
す。そこで、連合会共通の紋章制定の声があが

ニコニコ箱

り紋章を公募したとの事です。そこで、採用さ

●柳会員、卓話楽しみです。
長尾会員、旅行の準備ご苦労様です。
中澤 剛会員
鈴木 洋会員
奥田 長二会員

●春の旅行あいにく参加かないませんが、皆さん
お楽しみ下さい。

動を伝達する歯車に代わったようです。しかし、
この時の歯車は、理論的に回転しないという事

●柳さん、卓話よろしく。
親睦旅行お世話になります。

の支柱と 10 個のギアをもった歯車だったとの事
です。ロータリーが市中を駆け巡る車輪から運

●柳さん、卓話ご苦労様。
長尾さん、旅行お世話様です。

れたのが、ロイヤルブルーと金色の配色で８本

品川 芳洋会員

などで、変更されその後、数回の変更を経て、
現在に至っているようです。
また、ロータリーは、設立当時から会員の絆・
親睦を重視しており、例会への出席を義務化し

●柳さん、卓話楽しみです。
今日明日の白浜旅行お世話になります。
池本 繁喜会員
●柳さん、卓話よろしくお願いします。

てきました。それが、４回連続して例会を欠席
した場合は、会員資格を失うという申し合わせ
で、長く継承されてきたようです。この申し合

又、本日の親睦旅行に寸志ありがとうございます。 わせは、一業種一会員制とともに初回会合で決
長尾 穣治会員
●◎もしかするとバンケットルームでの例会は今日
が最後かもしれません。

められた事だといわれています。現在では、他
地区のクラブ訪問によりメークアップが可能で
すが、創立当初は、シカゴ以外にクラブが無か

◎柳さん、卓話楽しみにしています。
山田 哲男会員
●親睦旅行予算より

ったのでかなり厳しい制度であったようです。
そのような事を踏まえ、職業分類が示されてか
ら一度、退会した人でも会員からの推薦により
再入会する事が可能というようになったとの事

●今回合計

28,090 円

です。1998-99 年度ＩＲ会長のジェームス・Ｌ・
レーシー氏のように再入会を経て、ＲＩ会長に

●累

計

700,100 円

会長の時間
本日は、ロータリーの紋章及び会員の絆という事

まで上った人も実在するようです。
現在では、再入会を容易にするため、再入会時
には、入会金を徴収しないという規定もあるよ
うです。

について、調べてみました。

幹事報告

紋章については、シカゴ・クラブの初期の頃にクラ
ブの名称に因んで馬車の車輪を選んだとされている
ようです。当時は、大都市といえども主要交通手段

①次週（3/31）は定款による休会となっておりま
す。

②次々週は第 4 組 IMRD 開催のため、4/7（金）で

親睦旅行（南紀白浜）のご報告

はなく、4/8（土）シェラトン都ホテル大阪で
13：00～

親睦活動委員長 長尾

穣治

移動例会となっておりますので、宜

しくお願い致します。

平成 29 年 3 月 24 日、例会終了後 1 泊 2 日で南紀白
浜へ親睦旅行を行いました。
17 時定刻に白良浜グランドホテルに到着、18 時 30
分より宴会を行いました。カラオケでは全員が楽し

「思い出」
柳

敬二会員

まれた事と思います。
翌日 3 月 25 日には 2 時間の自由行動ではございま

本日は、私の幼い頃から現在までの思い出を思い
浮かべながらお話したいと思います。
思い出は皆さんもたくさんおありだと思います
が、私の一番の思い出はやはり高校野球です。昭
和 49 年の夏、甲子園のマウンドに立てたことで
す。マウンドに立ちながら母校 PL 学園の人字○
の応援を見ながら感動したものです。
東大阪市立枚岡中学校で野球を始め、中学校なが
ら早朝練習あり、体罰ありの厳しい中学野球でし
た。先輩たちも浪商、天理、近大付属、興国など
野球の名門に多数行かれておりました。ですか
ら、当然その繋がりで、野球のカをつけると各校
からスカウトが来ます。私にもそのスカウトが来
ました。
天理、北陽、近大付属、興国から来られましたが、
私はどうしてもあの恰好の良い PL 学園のユニフ
ォームが着たかったようです。中学 3 年の秋に、
父の会社の監査役の六代目安藤酒店の社長のお
かげで PL 学園のセレクションを受けられること
になり、入学が決まりました。
人の繋がりで、仕事もそうですが色々なところで
助けられています。今現在もそうです。良い友人、
良い先輩、後輩、良い仕事先、ありがたいもので
す。皆さんと出会えたのも野球を続けてきたおか
げです。
これから先も色々な方と出会い、時に別れもあっ
たりしながら、自分に厳しく良い人生を送れるよ
う努力していきますのでこれからも宜しくお願
いいたします。

したが、皆様童心に返られアドベンチャーワールド
で楽しまれた後、とれとれ市場で買い物、その後丸
長で昼食を頂きました。
14 時には JA 紀州様の野菜・花き配送センター（が
いなポート）を職場訪問見学させていただきまし
た。花がどのようにして農家から生花店に流れて行
き私たちが購買しているか勉強になった事と思い
ます。
帰りには JA 紀州様の御好意でお花のお土産を頂き
ました。日頃、花など買って帰ったことなど無い
（？）のに家族の方がさぞかしビックリされたと思
います。（^｡^）
定刻よりやや遅れての八尾への帰阪でしたが無事 1
泊 2 日の旅行が終えることが出来ホッとしました。
至らない幹事でご参加いただいた会員様にはご迷
惑をお掛けしたこともあると思いますが、お許しく
ださいますようお願い申し上げます。

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY

