
★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 2135 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢奉仕の理想」

③ ビジターの紹介

社会福祉法人 虹のかけはし
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         事務局長 杉原
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④ アールブリュット展覧会 支援金贈呈式

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

6班 リーダー：大松Ｒ、

桑田Ｒ、森田Ｒ、柳Ｒ

⑦ 卓話「次年度の為の地区協議会報告③」

辻盛 英一次年度国際奉仕委員長代理

山田 哲男会員

上山 惣太次年度Ｒ財団委員長

柳  敬二次年度米山奨学委員長代理

石川 義一会員

⑧ 閉会 点鐘

活動報告書提出 〆切日!!

第 2136 回例会 6月 2日（金）

★例会前：6月度定例（新旧合同）理事会

☆6月誕生月祝 池本会員、辻田会員、柳夫人

☆6月結婚記念日祝

坂原会員、筒井会員、安田会員

＊会員増強アクションプログラム発表

7班 リーダー：大橋Ｒ、

上山Ｒ、森下Ｒ、武田Ｒ

☆卓話「今年度の奉仕活動」

         長尾 穣治親睦活動委員長

２０１７年５月２６日（金）第２１２２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！

＊5/26（金）

ＩＭ第 4組 新旧合同会長・幹事会

  於：シェラトン都ホテル大阪 3階 葛城

受付 18：00～ 開始 18：30～

中澤会長・高橋幹事・大松会長エレクト

高岡次年度幹事・石川ＩＭ実行準備委員長

出席予定

＊6/1（木）

大阪水都ロータリークラブ 御披露パーティ

（チャーターナイト）

  於：帝国ホテル大阪 3階 孔雀の間

受付 18：00～ 開宴 18：30～

中澤会長・高橋幹事 出席予定



●皆様、今日は。

長期欠席で会員の皆様には御迷惑をお掛けし

申し訳ありませんでした。手術により膝の痛み

も無くなり、リハビリで少しずつですが歩ける

様になりました。早く元気になり例会出席がん

ばります。        桑田 タア子会員

●本日の協議会、職業奉仕委員長代理です。よろ

しくお願いします。     森下 慶治会員

●今日、例会場に向かう途中、事故を目撃しまし

た。気を引き締めて運転します。  

山田 哲男会員

●今回合計   17,352 円

●累  計 739,452円

2017年 5月 19日（金）

出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2134回 28名 19名 86.4％
出席義務免除

7名（出 1）

第2132回 28名 16名 72.7％
補    填

0名

＊6/2（金）

八尾市内 8クラブ交歓会（ホスト：八尾東ＲＣ）

於：料亭 山徳

会 議： 18：00～18：50

懇親会： 19：00～21：00

中澤会長、高橋幹事

大松会長エレクト、高岡次年度幹事 出席予定

＊6/3（土）

第 2660 地区会員増強セミナー

於：大阪ＹＭＣＡ 2Ｆ 大ホール

登録受付： 13：30～

会  議： 14：00～17：00

大松会長エレクト、上田次年度会員増強委員長

                出席予定

＊6/8（木）会長・副会長・幹事杯ゴルフコンペ

於：春日台カントリークラブ

ＴＥＬ：0743-69-2133

集合：9：00 スタート：9：30 中コース

池本会員、上田会員、奥田会員、品川会員

大松会員、髙岡会員、高橋会員、谷村会員

辻田会員、中澤会員、堀内会員、山田会員

                  参加予定

ニコニコ箱

●次年度のクラブ協議会、よろしくお願いします。

                中澤 剛会員

●本日の協議会、よろしくお願いします。

理事会欠席のおわび。    大松 桂右会員

●次年度もよろしくお願いします。 大橋 秀造会員

●誰かに催促されて。      鈴木 洋会員

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、「青少年奉仕

月間」について書かれています。

ロータリーにおける青少年のための活動は、

1920年5月、ニューヨーク・ロータリー・クラブ

が地元団体と協力して行った「Boys' Week（少年

週間）」が始まりとの事です。教育、よき市民、

衛生、職業の分野で青少年の育成を促すためのこ

のイベントは大成功したそうです。

1920年ロータリー国際大会で成功が報告される

と、活動委員会とともに「Boys' Work 」プログ

ラムが始まりました。ロータリーはこのプログラ

ムで、地元の青少年がよき市民となるよう、少年

非行、不登校、不健康を防ぐ活動に取り組むよう

になり、この少年週間の行事は、たちまち世界へ

広がったようです。1920年代中頃までには、25

カ国、約600カ所で実施されるようになり、1928

年には3,000地域で開催されるようにまでなった

との事です。



幹事報告

①今週は特にございません。

1934年には少年週間が青少年週間（Youth Week）

となり、1936年には少年・少女週間（Boys and 

Girls' Week）へと変わっていったようです。1956

年、RI理事会は少年・少女週間への公式参加を中

止すると決定したものの、地元青少年のための奉

仕をその後も続けるようクラブに奨励しました

との事です。

ロータリーは後に、インターアクト、ローター

アクト、ロータリー青少年交換といった青少年や

若者のためのプログラムを創設していき、2010

年、青少年奉仕がロータリーの第5奉仕部門とな

りました。我々ロータリアンは指導力育成活動、

地元や海外での奉仕プロジェクト、交換プログラ

ムなどの活動を通じて若者に素晴らしい経験の

機会を提供し、世界平和と異文化理解が実現され

るよう活動を続け、現在に至るとの事です。

当地区の青少年奉仕部門は青少年活動、青少年

交換、インターアクト、ローターアクトの4委員

会で構成されており、年間を通して、全ての委員

会が活発な活動を行っているとの報告をされて

います。

その他、報告記事は下記の通りです。

・米山奨学生の終了式やオリエンテーションの報

告

・RI2660地区 ロータリー財団100周年記念事業

阿蘇神社復興支援プロジェクト報告

・IM第1組、第3組、第6組、それぞれのロータリ

ーデーの報告

次年度第 1 回クラブ協議会報告

次年度幹事 高岡 正和

●日 時：2017 年 5 月 19 日（金）

13：00～13：35

於 料亭 山徳

●委員長欠席：

・プログラム・会報

安田会員 →代理 大橋会員

・職業奉仕  品川会員 →代理 森下会員

・環境保全  武田会員 →代理 山田会員

・青少年   松本会員 →代理 山田会員

・米山奨学   柳会員 →代理 辻盛会員

● 司会進行 高岡次年度幹事

◎開会の辞  大松会長エレクト

◎クラブ現況 高岡次年度幹事

⇒出席率 4 月終了時点で 83％。7/1～例会場が

生涯学習センター『かがやき』に、例会時間

も 13：30～14：00 に変更。例会場『かがやき』

の部屋については基本小研修室 4 ですが、予

約が取れない場合は別室になります。年間行

事予定表に記載。

◎会計予算  鈴木会員

⇒会員数を 28→25 名の 3 名減で予算案を作成。

今年度と次年度の収入・支出を比較。奉仕部

門の支出金額を削減。会員数が増員すれば優

先的に奉仕部門に補填。

【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⇒計画書通り。親睦旅行 11/17（金）・

18（土）実施予定。岡山県津山市。

・ プログラム・会報⇒計画書通り。卓話予定者に

ついては年間行事予定表に青字で記載。卓話担

当日変更を希望の方はプログラム委員長まで連

絡。



＜会員組織委員会＞

・ 会員増強（職業分類）⇒計画通り

・ 会員研修・情報（会員先行）⇒計画書通り

・ 広報・雑誌⇒計画書通り

＜職業奉仕委員会＞

⇒計画書通り

＜奉仕活動委員会＞

・ 社会奉仕⇒計画書通り

・環境保全⇒計画書通り

・青少年奉仕⇒計画書通り

・ 国際奉仕⇒計画書通り

・Ｒ財団⇒計画書通り

・米山奨学⇒計画書通り

＜会場監督・ＳＡＡ＞

⇒計画書通り

＜ＩＭ実行準備委員会＞

⇒毎月最終金曜日の 11：30～より担当者会合。

4/14（土）シェラトン都ホテルで開催。

１部は国境なき医師団の講演、2 部は現在検討中。

◎閉会の辞  大橋次年度副会長

以上

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY 


