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良き出会いを大切に！

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

四
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つの
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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 2132 回例会

第 2131 回例会

●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 28 日（金）

＊会員増強アクションプログラム発表

① 開会 点鐘

3 班 リーダー：山田Ｒ、

② ソング ｢奉仕の理想」

辻盛Ｒ、辻田Ｒ、坂原Ｒ

③ ビジターの紹介

☆卓話「次年度の為の地区協議会報告①」

④ 会務報告

大松 桂右会長エレクト

｢会長の時間｣「幹事報告」

髙岡

⑤ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

正和次年度幹事

大橋 秀造次年度クラブ運営委員長代理
堀内 伸也会員

＊会員増強アクションプログラム発表
☆皆出席祝

2 班 リーダー：高橋Ｒ、
石川Ｒ、品川Ｒ、木村Ｒ

3年

中澤 剛会員

1年

高橋

広一会員

⑥ 第 5 回クラブ協議会
・協議会 13：00～14：00 予定
（＊閉会
⑦ 閉会

点鐘

2017 年 4 月 14 日（金）
出席報告

13：30 に行う）

点鐘

＊4/27（木）四和会（ホスト：大阪柏原ＲＣ）
於：シェラトン都ホテル大阪

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2130 回

28 名

12 名

57.1％

第 2128 回

28 名

17 名

77.3％

20 階
ニコニコ箱

「エメラルド」
受付：17：30～ 四和会：18：00～

●大松会長エレクト、次年度の方針楽しみです。
中澤 剛会員

中澤会長、山田副会長、高橋幹事、
●大松さん、卓話ご苦労様です。

大松会長エレクト代理
石川ＩＭ実行準備委員長、
高岡次年度幹事、山本事務局員

備 考
出席義務免除
7 名（出 0）
補
填
0名

出席予定

鈴木 洋会員

●本日の卓話よろしくお願い致します。
大松 桂右会員
●山徳さんお世話になります。

山田 哲男会員

★例会場：山徳 ℡:072(922)2014 ★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

●昨日、四輪会ゴルフコンペで堀内会員と同スコア

第三者に運営を委ねる事で話を進めていると

だったんですが、年齢が上ということで優勝する

の事でした。このバンケットルームの第三者との

ことができました。ありがとうございました。

契約自体は、５月末頃に合意する予定との事でし

高岡 正和会員

たので、合意するとして、秋頃からの運営になる
だろうとの事でした。
この第三者については、公の機関の可能性が高い

●今回合計

ように推測します。

6,000 円

以上の状況を踏まえ、６月以降の動きを決めて
●累

計 719,100 円

4 月結婚記念日祝
石川会員

会長の時間

いく必要がございます。
ザイマックス社からは、４月末までに事務局の
契約の是非を返答してほしいと言われておりま
す。

本日は、
「山徳」での初例会となります。今年度末
（６月末）までの例会は、この「山徳」で開催しま

皆様のご意見を踏まえ、確定しなければなりま
せんので、ご協力よろしくお願いいたします。

すので、皆様、お間違いのないようお願いいたしま

幹事報告

す。
八尾西武跡のビルの契約について、ザイマックス
社より新たな情報が入りましたので、報告いたしま

①次週 4/21（金）は第 5 回クラブ協議会が開催
されますので、皆様、出席をお願いいたします。

す。
まず、事務局については、６月以降の契約条件の
提案がありました。
・６年間の賃貸借契約
・契約面積

５坪（現状通り）

「次年度の会長方針」
大松

桂右会長エレクト

・賃料\50,000/月（\10,000/月坪）
・共益費\10,000/月（￥2,000/月坪）
→水・光熱費含む

「変革の時代、創造のとき。
新たな一歩で感動を！」

・敷金￥600,000（12 か月分）
・共用部整備負担金￥25,000（￥5,000/坪）

２０１７－１８年度ＲＩ会長イアン・ライズリ

以上の条件となり、敷金については、基本、返還さ

ー氏の次年度テーマが「ロータリー：変化をもた

れるもので、共用部整備負担金については、契約時

らす」。第２６６０地区片山ガバナーのスローガ

のみのものとなります。

ンが「個性を活かし、参加しよう」です。

ランニングコストでは、現状と比較すると少なくと

当クラブは、様々な世代の会員で構成されてお

も月額￥10,000 の負担増となります。

り、その世代間の垣根も無く、会員それぞれの個

（例会場の賃料が別途発生する場合は、その分も追

性を尊重した一体感のあるクラブです。その特性

加で負担増）

を活かしつつ、ロータリーの基本理念に基づき各
会員が各事業について考え計画し、行動すること

また、バンケットルームについては、現存する事に

を目指したいと思います。ロータリーの基本理念

決まったとの事で、貸スペースの運用をイメージし、 等は不変ですが、クラブの現況や各事業を推進す

るにあたり、変えるところは変え、新たに創り出

場所づくり）をしている民間団体に対して、継続的

すといった柔軟性も必要であると考えます。各事

な助成を行いたく思います。

業については全員参加で取り組み、会員自らが楽
しさや新たな気づきといったような様々なこと

先にも述べましたが、次年度は密度の濃い年度と

を体感し、感動する。そして、その思いを会員相

なり、例会場の変更など当クラブを取り巻く環境も

互が共有し、内外に発信、広報することで公共イ

大きく変わります。この状況にしっかりと対応し、

メージ向上（一般人のあらゆる世代に対しＲＣの

乗り越えていくには、全会員のご理解とご協力が必

認知度の向上）を図って参ります。そこで、次年

要ですので、重ねてよろしくお願い申し上げます。

度の八尾東ロータリークラブのスローガンを「変
革の時代、創造のとき。新たな一歩で感動を！」

第 91 回四輪会ゴルフコンペのご報告

と致しますので、ご指導、ご協力のほどよろしく

親睦活動委員長代理

堀内

伸也

お願い申し上げます。
先日、4/13（木）奈良県の飛鳥カンツリーで、ホス
さて、次年度はクラブ設立４５周年、ＩＭロー

トクラブとして『第 91 回四輪会ゴルフコンペ』を

タリーデー第４組のホストクラブとなっており、 開催いたしました。
各事業も含めますと、大変密度の濃い年度となり 4 クラブより総勢 23 名集まり、最高な天候と桜の素
ます。また、例会場の移転やそれに伴う予算の変

晴らしい景色を眺めながら無事に終了することが

動といった課題もあります。各事業を行うには当

できました。

然予算が必要ですし、予算には限りもありますの

我がクラブは、例年下位に甘んじてきましたが見

で、そのあたりをしっかりと見極めなければなり

事、高岡会員が優勝という素晴らしい結果となりま

ませんが、奉仕事業等に影響を及ぼさないように

した。

しなければなりませんので、各会員がその現状等

その他ご参加頂きました会員の皆様も好成績で、次

を把握、共有しながら各事業を進めていく必要が

回からの他クラブへのプレッシャーをかけられた

あると考えます。

かと思います。
八尾東ＲＣ会員皆様のご協力、会場をご提供頂きま

現時点においては、持続発展するようこれまで
の各事業を継続し、社会奉仕事業については、ク
ラブ設立４５周年記念事業と位置づけ、地区補助
金を活用した「LET’S カローリング！（みんなで
ふれあい、楽しみ、理解を深めよう）
」を開催し、
障がい者の方をはじめ多くの方々に参加を呼び
かけ、プレーを通じて障がい者の皆さんを取り巻
く環境の理解を深めて頂き、あわせてロータリー
活動への理解も深まればと思います。また、アー
ルブリュットに対する助成の他にも新規事業と
して、青少年らが自ら考え行動している事業（高
校生が中心となり、中高生に対して勉強等を教え
る）や地域活性のために活動（地域の子どもの居

した池本会員に御礼申し上げます。

4 月度定例理事会報告
幹事：高橋
●日

8.
広一

⇒当クラブ 45 周年記念事業として「Let’s

時：2017 年 4 月 14 日(金)
例会前

●場

次年度地区補助金申請について

カローリング！（みんなでふれあい、楽し

11：10～12：10

み理解を深めよう）」というプロジェクト

所：例会場

名でカローリング大会への支援のため、地

●出席者：理事役員 7 名

区補助金の申請を行う。補助金申請の締め
切りが 4 月末のため、出来るだけ早く申請

案件：
1.

する。（承認）

次年度当クラブホスト IM ロータリーデー準備

9.

5/10（水）事務局休暇の件⇒承認

の件
以上

⇒石川 IM 実行準備委員長の意見としては、1、2
年をさかのぼり、各クラブに国際奉仕につい
ての発表をしてもらうのはどうか。国境なき
医師団の卓話も検討中。
今後、毎月 1 回、石川 IM 実行準備委員長、中
澤 IM 実行準備副委員長、山田 IM 実行準備副
委員長、大松会長エレクトの 4 名で IM 実行委
員会を開催する。
（継続）
2.

会計報告 3 月分⇒承認

3.

会費未納者の件
⇒再度、連絡を取る。（継続）

4.

6 月以降の事務局及び 7 月からの例会場の件
⇒6 月以降の事務局の契約について、ザイマック
ス連絡あり。（詳細については「会長の時間」
を参照）
7 月以降の例会場については「かがやき」が候
補に挙がっており、本日（4/14）例会終了後、
「かがやき」に下見に行く予定。
（継続）

5.

5/13（土）合同懇親会の件
⇒4/20 に各クラブ幹事の会合があるので、そこ
で詳細を再度確認して来る。（継続）

6.

社会奉仕事業（アールブリュット支援）の件
⇒どのような形で支援を行うか、確認する。
（継
続）

7.

2017 年決議審議会へ提出する決議案について
⇒地区より決議案への賛否の確認があった。
「賛
成」で、地区に回答する。
（承認）

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY

