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2016‐17 年度

RI テーマ

良き出会いを大切に！

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

Rotary International
国際ロータリー会長

ジョン F. ジャーム

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

＊6/3（土）
第 2136 回例会

第 2660 地区会員増強セミナー

① 開会 点鐘

於：大阪ＹＭＣＡ 2Ｆ 大ホール

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」
③ ビジターの紹介

登録受付： 13：30～
会

④ 会員及び会員夫人誕生月祝
池本会員、辻田会員、柳夫人

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

⑤ 会員結婚記念日祝
坂原会員、筒井会員、安田会員
⑥ 会務報告

＊6/8（木）会長・副会長・幹事杯ゴルフコンペ

｢会長の時間｣「幹事報告」

於：春日台カントリークラブ

⑦ 委員会報告

ＴＥＬ：0743-69-2133

｢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
上山Ｒ、森下Ｒ、武田Ｒ

中コース

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

⑧ 卓話「今年度の親睦活動」
⑨ 閉会

スタート：9：30

上田会員、奥田会員、品川会員、大松会員

7 班 リーダー：大橋Ｒ、

長尾

集合：9：00

参加予定

穣治親睦活動委員長

点鐘

★例会前：6 月度定例（新旧合同）理事会

第 2137 回例会

6 月 9 日（金）

＊林 芳繁ガバナー補佐＆
＊6/2（金）

百済 洋一ガバナー補佐エレクト

八尾市内 8 クラブ交歓会（ホスト：八尾東ＲＣ）
於：料亭 山徳
会

クラブ訪問
☆｢ロータリーの友｣紹介

議： 18：00～18：50

辻田 摂広報・雑誌委員長

懇親会： 19：00～21：00
中澤会長、高橋幹事

☆卓話なし

大松会長エレクト、高岡次年度幹事

◎新旧クラブ協議会（13：00～）

出席予定
★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

色々なところで、講演をされており、当クラブに
おいてもお願いすれば、卓話にきていただけるの

2017 年 5 月 26 日（金）
出席報告

ではないかとも感じましたが・・・。

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2135 回

28 名

13 名

59.1％

第 2133 回

28 名

19 名

86.4％

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
3名

第２部では、高橋幹事の司会進行で、杦本社長も
出席され、和やかな懇親会が行われました。
このような会は、今後も続けなければならないと
いう声がでておりましたので、報告しておきま
す。
次に２０日（土）は、シェラトン都ホテル大阪

ニコニコ箱
●いよいよ暑くなってきました。皆様、お身体にお
気をつけ下さい。

中澤 剛会員

●杉原様、長原様、泉谷様、御訪問ありがとうござ
います。

山田 哲男会員

で開催されました東大阪ＲＣの創立６０周年の
記念式典に高橋幹事と出席しました。
８０名の会員という事と姉妹クラブである台
湾・台中ＲＣ、ハワイ・カパァＲＣからも会員及
び会員家族が多数出席されており、また、東大阪

●今回合計

0円

ローターアクトクラブの皆様、米山奨学生や青少
年交換での来日生等、色々な関係者も含め盛大な

●累

計 739,452 円

式典でした。
その式典では、「さぁ次の奉仕に出かけよう」と
いうキャッチフレーズを掲げられ、奉仕に関する
色々な事業報告やご紹介もあり、奉仕に対する姿
勢がすばらしいなと実感しました。
また、東大阪という事で、２０１９年に開催され

アールブリュット展覧会支援金贈呈式

会長の時間

るラグビーワールドカップ日本大会の会場とな
る花園ラグビー場の改修についての報告があり
ました。

本日は、先週の東大阪ＲＣ創立６０周年記念式典

幹事報告

と先々週の４クラブ合同懇親会の報告をいたしま
す。

①今週は特にございません。

まず、１３日（土）に行われました近隣４クラブ
（八尾、八尾中央、柏原、八尾東）の合同懇親会に
ついて、天王寺にある天王殿で４０名程が参加して
開催されました。当クラブからも８名の参加でした。 「2017-18 年度の為の
第１部では、人工衛星「まいど１号」の開発で無線

地区協議会報告③」

通信機器、雷観測装置の開発を担当された株式会社

国際奉仕部門

大日電子の杦本社長の講演でした。「企業の品質は

辻盛次年度
国際奉仕委員長

人」であるという理念を基にした講演内容で非常に
興味深い話でした。また、杦本社長は、吹田西ＲＣ

代理

山田

哲男会員

の会員でもあり、今回の講演については、メーキャ
ップにならないとの事で残念がられていました。

２０１７年４月１５日（土）に大阪国際会議場に

て地区協議会が開催され、全体会議に後開催され

Ⅲ：クラブの奉仕活動のために財団補助金の活用を

ました国際奉仕部門の会議の報告をさせていた

奨励する

だきます。

Ⅳ：奨学生を探し、推薦する
Ⅴ：補助金管理について助言する

大きく以下の３つのテーマについての報告がご
ざいました。

また今年度の財団の目標額が以下のように決ま
っております。

（１）次年度地区国際奉仕委員長による「国際奉
仕について」。

① 年次基金寄付目標：一人当たり１５０＄以上
を！！

（２）補助金小委員会委員長による「補助金につ
いて」。

② 恒久基金寄付目標：各クラブで一人以上のベネ
ファクター（１０００＄達成者）を！

（３）地区国際奉仕委員による「グローバル補助
金を使用した２つ事例」。

③ ポリオプラス目標：一人当たり５０＄以上
を！！

いずれも内容の濃いもので次年度の国際奉仕活

財団プログラムのひとつとしてポリオ撲滅活動が

動に役立つ有意義な報告でした。

挙げられます。
以上

詳しくは別途発表させていただくとして２０１７
年度のデータを見ますとポリオ症例数がパキスタ

Ｒ財団部門

ンが２例、アフガニスタンが２例、ナイジェリアが

上山次年度Ｒ財団委員長

０例となりました。

代理

ほぼ９９．９％減少しています（２０１４年はこの

高岡

正和会員

３か国だけで３４０例ありました）
財団の歴史と歩み

が残りわずかの撲滅が困難なのです。この３か国に

ロータリー財団の歴史は１９１７年にアトラン

ありますように常在国には様々な問題があります。

タ国際大会において【世界でよいことをしよう】 ① 地理的な隔離状況
よいうことで当時のＲＩ会長アーチクラウフ（ロ

② インフラ不足

ータリー財団の父）の声掛けで国際ロータリー連

③ 武装紛争

合基金が設立され本年で１００周年となります。 ④ 宗教上の理由
１９４７年に初の奨学金制度を導入（ポールハリ

等による予防接種活動が困難な事情がありま

ス氏逝去）

す。

１９７８年３Ｈ補助金スタート（Ｈとはヘルス、

１００％の撲滅がない限り世界が常にポリオ感

飢餓、ヒューマニティ）

染の危機にさらされるのです。世界からポリオ

このころフィリピンでワクチン接種が６００万

が撲滅されない限り今後１０年以内に世界での

人の子供達に接種されました。

発症が２０万件に上がるとの予想もあります。

まずはじめに、クラブ財団委員長の役割として

また日本においては１９６０年頃にポリオ患者

以下の五項目が挙げられています

が５０００人を超え大流行したがその後ワクチ

Ⅰ：財団についてクラブ会員の理解を推進する

ンを接種し１９８０年に１例あった後新たな患

Ⅱ：財団寄付目標を達成する

者はでていない。

米山奨学部門
柳次年度米山委員長
代理

石川

義一会員

来期の米山奨学部門の委員長は田中隆弥（池田く
れはＲＣ）です。

①活動方針としては
・地区内のクラブにおける米山奨学活動を支援す
る。
・国際人材育成事業としての米山奨学制度への理
解を深めるよう努める。
・米山奨学生学友会（関西）との連携を深める。

②活動計画
月・日（曜日）

時

間

場

所

行事名
2017 年 度 米
山総会及新

7 月 2 日（日）

17：00～20：30

ＫＫＲホテル
規奨学生歓
迎会

7 月 14 日（金）

9 月 30 日（土）

サニーストン

大学等との

ホテル

意見交換会

サニーストン

カウンセラ

ホテル

ー研修会

15：00～17：30

14：00～16：00

10 月 15 日（日） 10：00～18：00

宝塚大劇場

レクリエー
ション
面接官オリ

12 月 19 日（火） 16：00～18：00

ガバナー
事務所

エンテーシ
ョン

サニーストン
1 月 27 日（日）

10：00～17：00

2018 学 年 度
奨学生面接

ホテル
試験
2017 学 年 度
千里阪急
2 月 24 日（土）

17：00～20：00

ホテル

奨学生終了
式
新奨学生オ

4 月 5 日（木）

未定

未定

リエンテー
ション

③現在の米山学友
台湾、韓国、中国、タイ、ネパール、モンゴル、
スリランカ、ベトナム、マレーシア、カンボジア
以上

第２６６０地区
第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
八尾東ロータリークラブ
YAO
YAOEAST
EASTROTARY
ROTARY

