
★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 2133 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

③ ビジターの紹介

④ 会員及び会員夫人誕生月祝

髙岡会員、辻盛会員、松本会員、安田夫人

山本事務局員

⑤ 会員結婚記念日祝 武田会員

⑥ 例会決議

⑦ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑧ 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

4班 リーダー：高岡Ｒ、

池本Ｒ、長尾Ｒ、松本Ｒ

⑨ 「ロータリーの友」紹介

辻田 摂広報・雑誌委員長

⑩ 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代理

               上山 惣太会員

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

⑪ 閉会 点鐘

＊例会前：5月度定例理事会

第 2134 回例会 5月 19 日（金）

＊会員増強アクションプログラム発表

5班 リーダー：上田Ｒ、

安田Ｒ、堀内Ｒ、鈴木Ｒ

☆卓話なし

◎次年度第 1回クラブ協議会（13：00～）

２０１７年５月１２日（金）第２１２０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！

＊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

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



ニコニコ箱

●皆出席お祝、有難うございます。 中澤 剛会員

●6月 8日、会長・副会長・幹事杯を行います。皆様、

ご参加お願いします。

奥田会員、春日台カントリーをお世話して頂き、

ありがとうございます。    長尾 穣治会員

●今回合計   1,000円

●累  計 722,100 円

2017年 4月 28日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2132回 28名 16名 72.7％
出席義務免除

7名（出 1）

第2130回 28名 14名 66.7％
補    填

2名

会長の時間

本日は、ガバナー月信のトピックスをお伝えしま

す。

今月のガバナーメッセージでは、母子の健康月間

について、述べられています。

世界では疾病、栄養失調、医療の不備、不適切な衛

生設備が原因で毎年、５歳未満の子ども630万人が亡

くなっています。これらの予防策としては

①予防ワクチンや抗生物質を提供するプログラムを

支援すること。はしか、マラリア、肺炎、エイズ、

＊5/20（土）

東大阪ＲＣ 創立 60周年記念式典・祝宴

於：シェラトン都ホテル大阪 4階

式典「大和の間」 祝宴｢浪速の間｣

受付開始 9：30～

記念式典 10：30～ 祝宴 11：45～

中澤会長・高橋幹事 出席予定

下痢性疾患は、５歳未満の子どもの主な死亡要因

となります。

②抗レトロウイルス薬や粉ミルクでの育児を奨

励することで、母から子へのHIV感染を予防する

こと。

③母乳の奨励（適切な場合）など栄養摂取の大切

さを呼びかけること。

④汚染水による下痢性疾患によって栄養失調が

悪化するため水と衛生を改善して子どもの栄養

促進を図ること。

などが挙げられるようです。当地区でも地区補助

金を使用してこの問題に取り組んでいるクラブ

もあり、財団活動で重要な観点の一つが継続性と

述べられています。一時的な支援ではなく、フォ

ローアップの活動及び、計画の際も長期的視野に

基づいた立案をお願いされています。

また、日本は上記のような原因による直接的な

生命の危険は無いものの、最近、報道でよく取り

上げられるのが子どもの貧困とひとり親家庭の

問題を指摘されています。

厚生労働省の平成25 年国民生活基礎調査による

と、平成24 年の相対的貧困率は16.1％、子ども

の貧困率は16.3％であり、子どもの約６人に１人

が貧困状態にあるそうです。特にひとり親世帯の

貧困率は54.6％と極めて高い状況にあり、経済的

に厳しい状況に置かれたひとり親世帯に対する

施策を始めとする、子どもの貧困対策の充実が望

まれているとの事です。

児童扶養手当の拡充等の施策も必要ではあるも

のの、根本的な解決は女性の就労条件の改善では

ないでしょうかと訴えてらっしゃいます

その他報告記事は、下記の通りです。

・ＰＥＴＳの報告

・ＩＭ２組と５組のロータリーデイ（ＲＤ）の報

告



『My Rotary』登録数の現状

全世界・・・会員数：約 122 万名 登録数：約 33

万名 27％

日本・・・会員数：89000 名 登録数：15000 名 17％

2660 地区・・・会員数：3623 名 登録数：827 名

23％

※ 2660 地区は次年度登録数 50％目標。

【幹事の役割】

会長のサポート・委員会のパイプ役、会員をまとめ

る。

◎ 幹事の仕事

① クラブの管理運営・・・会長・委員会と協力し

て会合（理事会・例会・クラブ協議会）が円滑

に運営できるようする（プログラム・議題・資

料などの作成）。

② 会員データの管理・・・会員データを更新。ク

ラブ情報の変更。例会出席記録をガバナーに報

告。

③ 財務・・・会費、人頭分担金、財団寄付の支払

いの管理・財務状況の確認

④ 記録の管理・・・クラブ規定（定款・細則）を

確認し、資料を管理する。

⑤ リソース・・・クラブ運営のための相談相手と

資料

日本・韓国の殆どの RC では事務局があり事務員が

いる。

そのため事務局に任せにならないようにしてくだ

さいとの。

アメリカでは事務員が不在で、これらの役割を全て

幹事が行う。

【SAA 役割】

どういうクラブ運営をしていくか会長・幹事と相

談。

例会プログラムや時間を守って運営されているか。

雰囲気がいいいか。卓話時に私語をしていないか、

幹事報告

①次週 5/5（金）は法定休日による休会となって

おります。

「2017-18 年度の為の

地区協議会報告①」

会長部門

会長エレクト 大松 桂右会員

４月１５日に行われた、２０１７－１８年度のた

めの地区研修・協議会「会長部門」について、当

日配布された資料に基づき、以下の３点について

報告。

１．会長としての心得

２．危機管理について

３．ロータリー学友について

以上

幹事・SAA 部門

次年度幹事 高岡 正和会員

● 『ロータリーの戦略計画』

① クラブのサポートと強化（会員基盤向上＝会

員増強・会員維持）

② 人道的奉仕の重点化と増加

③ 公共イメージと認知度の向上

● 『My Rotary』

各ロータリアンのホームページ

ロータリーの最新情報掲載

各クラブの奉仕活動事業内容

R 財団申請資料、会員研修資料、国際大会参加な

どオンラインでの登録

各会員への My Rotary 登録の推進。



クラブ奉仕部門

大橋次年度クラブ運営委員長

代理 堀内 伸也会員

片山Ｇエレクトのクラブ奉仕部門、次年度方針と研

修項目

① 会員増強

② 会員維持

③ 公共イメージと認知度の向上

（会員基盤強化（増強・維持）その①）

・片山Ｇエレクトの目標：各クラブ純増 2名

・「クラブ戦略計画委員会」で会員基盤強化のため

の中長期計画の立案

・各年度、継続的に実践、推進

（会員基盤強化（増強・維持）その②）

・2016 年規定審議会で採択されたクラブ運営上の「柔

軟性導入」

・RC 学友、奉仕活動に熱心な退職者、女性職業人な

ど一般社会の多様な人材受け入れ可能なクラブの基

盤整備

（クラブ活動の一般社会への広報）

・各クラブが報道機関に取材依頼する新たな方策の

構築

・各クラブは地区広報委員会に「取材依頼票」を提

出する

・地区広報委員会はクラブに変わり報道機関と取材

折衝を行う

ビジターの案内や迎える準備が出来ているかなどの

会場監督。

クラブが少人数で存続が厳しい場合は、解散するの

ではなく他クラブと合併して会員の維持に努めて欲

しい。

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY 


