
★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

第 2132 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 3年 中澤 剛会員

     1 年 高橋 広一会員

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」

＊会員増強アクションプログラム発表

3班 リーダー：山田Ｒ、

辻盛Ｒ、辻田Ｒ、坂原Ｒ

⑦ 卓話「次年度の為の地区協議会報告①」

大松 桂右会長エレクト

髙岡 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

⑧ 閉会 点鐘

★例会前：第 1回ＩＭＲＤ実行委員会

＊5/5（金）法定休日による休会

第 2133 回例会 5月 12 日（金）

★例会前：5月度定例理事会

☆5月誕生月祝

松本会員、髙岡会員、辻盛会員、安田夫人

山本事務局員

☆5月結婚記念日祝 武田会員

＊会員増強アクションプログラム発表

4班 リーダー：高岡Ｒ、

池本Ｒ、長尾Ｒ、松本Ｒ

☆｢ロータリーの友｣紹介

          辻田 摂広報・雑誌委員長

☆卓話「次年度の為の地区協議会報告②」

品川 芳洋次年度職業奉仕員長

大橋 秀造次年度社会奉仕委員長

桑田タア子次年度会員研修委員長代理

中澤 剛会員

＊5/13（土）

①2016-17 年度クラブ職業奉仕新旧委員長会議

於：ＯＭＭビル

登録 9：30～ 会議 10：00～12：00

大松今年度職業奉仕委員長

品川次年度職業奉仕委員長    出席予定

２０１７年４月２８日（金）第２１１９号

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！



ニコニコ箱

●前週欠席のお詫び。      奥田 長二会員

●堀内さん、四輪会幹事、大変お世話になりました。

    長尾 穣治会員

●今回合計   2,000円

●累  計 721,100 円

2017年 4月 21日（金）

出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2131回 28名 16名 72.7％
出席義務免除

7名（出 1）

第2129回 28名 16名 72.7％
補    填

3名

会長の時間

本日は、先週に続き、７月以降の例会場の件につ

いて報告します。

本日の緊急理事会におきまして、７月以降の例会

場については、八尾市生涯学習センター「かがやき」

とする事を決定しました。「かがやき」は、市の施設

であり、色々な付帯条件はつくものの現状の当クラ

ブの財政面も考慮し判断しました。

「かがやき」の付帯条件として大きなものを下記

に列挙します。

・部屋の年間予約は不可

②第 2回クラブ社会奉仕委員長会議

於：大阪府社会福祉会館

登録 13：30～ 会議 14：00～16：00

堀内今年度社会奉仕委員長

大橋次年度社会奉仕委員長    出席予定

③合同懇親会 於：天王殿 17：00～

  石川会員、大橋会員、大松会員、高橋会員

高岡会員、中澤会員、安田会員、山田会員、

山本事務局員          参加予定

  一般での予約は３ヶ月前から開始

  会員登録すれば、６ヶ月前からの予約可

  ただし、会員登録をした場合、会の役員業

務やイベントの手伝いが必須

・利用時間の制約

  午前・午後・夜間という時間帯でのみの貸

部屋となり当クラブの利用時間は、午後の

部とし、13:00～17:00 の利用

・部屋により料金が変動

特に、利用時間の制約から例会時間を変更する

必要が発生します。本日の理事会において、例会

時間を現在の 12:30～13:30 から１時間遅らせ

て、13:30～14:30 に変更するという案を理事会

で確認いたしました。２週間後の例会時（5/5 が

休会の為、5/12）に例会決議をいただきますよう

お願いします。

今までよりご不便をおかけする事になるとは

思いますが、皆様のご理解、ご協力を賜りますよ

うお願いいたします。

尚、事務局に関しましては、現在もザイマック

ス社と交渉中ですので、決まり次第、お伝えいた

します。

幹事報告

①下記のご案内がガバナー事務所より届いてお

ります。

新クラブ｢大阪水都ロータリークラブ｣創立

およびチャーターナイトのお知らせ

拝啓 時下ますます御健勝のこととお慶び申し

上げます。

早速ですが、当地区では、昨年来、大阪水都ロー

タリークラブ(仮称)設立の意向を受けて、新クラ

ブ設立準備委員会を編成し、新クラブ会員共々検

討および準備を進めて参りましたが、去る 2017

年 4 月 17 日（月）に中央電気俱楽部において創

立会員 36 名にて設立総会を開催し、現在、国際

ロータリーに承認申請中であります。



つきましては、当地区 82 番目の大阪水都ロータ

リークラブのチャーターナイトが 2017 年 6 月 1

日（木）夕刻、大阪帝国ホテルにおいて開催され

ることとなりました。

準備が整い次第、大阪水都ロータリークラブより

地区内各クラブ会長・幹事様宛にチャーターナイ

トの招待状が送付されることになりますが、何分

日数も限られている為、事前にお知らせさせて頂

きます。

尚、大阪水都ロータリークラブは、現在の IM5 組

に編入されることになりますので、ご承知おき下

さい。

  ⇒計画書通り

＜職業奉仕委員会＞

⇒委員長からの具体的な活動実績がないという意

見に対し、先日の親睦旅行でのＪＡの工場見学

が職業奉仕活動に当たるのではないかとの意見

があった。

＜奉仕活動委員会＞

・社会奉仕

  ⇒①アールブリュットの件

   5月末までに例会内で支援金20万円の贈呈式

を行う予定

  ・環境保全

  ・青少年奉仕

   ⇒計画書通り

・国際奉仕

  ⇒国際奉仕の事業は終了

・Ｒ財団

⇒計画通り実行済

  ・米山奨学

   ⇒計画通りに実行済であるが、特別寄付に関

しては、地区目標には達していない。

＜会場監督・ＳＡＡ＞

⇒例会に参加する際の会員章バッチ着用を再度

お願いする。

＜ＩＭ実行準備委員会＞

⇒今後、中澤ＩＭ副実行委員長、山田ＩＭ副実行

委員長、大松会長エレクトの 4名で毎月月末に  

実行委員会を開催予定。

  クラブ全体の打ち合わせは次年度に 4回予定。

  国境なき医師団の講演を検討中。

  第 1 部講演会、第 2 部意見交換ではなく、第 1

部の講演会のみではどうか？

   ⇒講演会だけはどうなのかという意見があ

り、参加型のＩＭＲＤになってきているの  

で、やはり各クラブ参加型にするのが良いの

ではないかとの意見があった。

＜定款・細則検討委員会＞

⇒今年度中に終了予定

第 5 回クラブ協議会報告

幹事 高橋 広一

●日 時 ：2017 年 4 月 21 日

13：00～13：30

於：料亭 山徳

●委員長欠席：

・環境保全 柳会員 →代理 堀内会員

・青少年  谷村会員 →代理 堀内会員

・国際奉仕 武田会員 →代理 鈴木会員

・米山奨学 桑田会員 →代理 鈴木会員

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

  ⇒6/8（木）に会長・副会長・幹事杯ゴルフコ

ンペを開催予定

・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）

・会員研修・情報（会員選考）

・広報・雑誌



4. 次年度食事内容について

  ⇒お弁当予算￥800～￥1000 で大橋次年度

クラブ運営委員長に検討してもらう。（決

定）

5. 例会用マイク購入の件

  ⇒レンタル費用が掛るため、マイクとスピー

カーを購入する。購入担当者は鈴木会員と

する。（承認）

6. 例会備品の件

  ⇒かがやきでは小さいロッカー一つしか借

りることが出来ない為、備品の選別をし、

使用しないものは廃棄。

電子ピアノについては、欲しい方がいれば

プレゼント。いない場合は廃棄。

日章旗・テーマ旗・クラブ旗を吊るす備品

やそれ以外で例会場設置に必要な備品に

ついては、山田会員中心で購入。（承認）

7. 次年度ビジターフィーの件

⇒次年度はビジターフィー2000 円とする。

（承認）

8. 次年度理事会開催時間の件

⇒次年度からは例会後に開催する。（承認）

9. その他

  ①事務局からかがやきへ運ぶ物品が多い場

合や雨の日は幹事が車で送迎を行う。（承

認）

②八尾をきれいにする運動推進本部へ 1 名

選出の件

   ⇒大橋次年度社会奉仕委員長を選出。（承

認）

  ③5/13（土）合同懇親会について

⇒4/21（木）に高橋会員が天王殿で合同懇

親会の打合せに参加。時間が 1時間延び

て、17：00～21：00 へ変更。講演 1 時

間 30 分、懇親会 2時間 30 分。懇親会が

延長した為、各クラブ代表者より 10 分

程度の卓話をしてもらう予定との事。当

クラブは大松会員が行う予定。

事務局も合同懇親会に参加となった為、

事務局分の会費はクラブ負担とする。

（承認）

◎閉会の辞 山田副会長

以上

緊急臨時新旧合同理事会報告

今年度幹事：高橋 広一

次年度幹事：高岡 正和

●日 時：2017 年 4月 21 日(金)

例会前 11：10～12：15

●場 所：山徳

●出席者：新旧理事役員 10名

案件：

1. 6 月以降の事務局の件及び 7月以降の例会場の

  件

⇒会員へのアンケートの結果を高橋幹事より発

表。

例会場については『かがやき』で行う。

フレンドシップ会員に登録すると 6 ヶ月前か

ら予約が出来る。7月の例会の予約は先日訪問

した際に済。フレンドシップ会員は、大松会

員・高岡会員が会員登録。8月以降は山本事務

局員に予約してもらう。（決定）

事務局に関しては現契約が 5/末まで。6 月以

降の契約については継続するが、数年後に事

務所を移転する可能性もあるので 6 年契約期

間が長いという意見もあり。中途解約した場

合の違約金、単年契約が可能かザイマックス

へ中澤会長から確認してもらう。（継続）

2. 次年度会計予算

⇒鈴木会員より予算案資料を元に説明。

収入の部については、会員数が減少すること

を想定して算出。

収入（会費）の減少及び賃貸料・施設費（か

がやき使用料）増加により、奉仕部門の予算

を調整して不足分を補填する見込み。（承認）

3. 次年度例会時間について

⇒かがやきの使用可能時間が 13：00～17：00 の

為、例会時間については、13：30～14：30 に

変更する。この件に関しては 2 週間後にクラ

ブ決議を行う。（承認）


