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林 芳繁ガバナー補佐＆

百済 洋一ガバナー補佐エレクト クラブ訪問

第 2137 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢クラブソング」

③ ビジターの紹介

④ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑤ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑥ 「ロータリーの友」紹介

辻田 摂広報・雑誌委員長

⑦ 新旧クラブ協議会

・協議会 13：00～15：00 予定

（＊閉会 点鐘 13：30 に行う）

⑧ 閉会 点鐘

ニコニコ箱

●長尾会員、卓話よろしくお願いします。

中澤 剛会員

●皆さん、長い間クラブ行事を休み、大変ご迷惑を

おかけしました。私、超高齢者の一員ですので、

身体のあちこちに支障が起こり、何とか快方に向

けて頑張っているところです。もう一度格好の良

いロータリアンを目指していますので、よろしく。

森田 時男会員

●前回欠席のおわびです。    大橋 秀造会員

●つたない卓話で申し訳ございませんが、宜敷く御

願します。          長尾 穣治会員

●長尾さん卓話ご苦労様です。

家内の一周忌法要も無事終わりました。

奥田 長二会員

●次男が県の体操のインターハイ予選で個人総合優

勝しました。私は懸垂が一回もできないのでぶら

さがりから頑張っています。  山田 哲男会員

●バッチを付けたブレザーを忘れて来ました。すみ

ません。           森下 慶治会員
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出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2136回 28名 19名 87.0％
出席義務免除

7名（出 2）

第2134回 28名 19名 86.4％
補    填

1名

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！

第 2138 回例会 6月 16 日（金）

☆卓話「事業継承について」 安田 憲司会員

＊6/17（土）八尾市生涯学習センター<かがやき>

フレンドシップ総会

於：八尾市生涯学習センター 学習プラザ 4Ｆ

  大研修室 10：00～

石川 義一会員  出席予定



会長の時間

本日は、先週出席しましたＩＭ４組新旧会長幹事

会と昨日、出席しました大阪水都ＲＣチャーターナ

イトの報告をいたします。

まず、5/26（金）にシェラトン都ホテルで行われ

ましたＩＭ４組の新旧会長幹事会では、今年度ホス

トを務められた東大阪中央ＲＣからＩＭＲＤの報告

が行われました。

ＩＭＲＤについては、無事、終了し、自クラブ評価

ながら成功に終わったという感想を述べられており

ました。

確かに、全クラブ参加型の良いＩＭＲＤだったと思

うところと来年が大変になるなという思いを抱かざ

るを得ませんでした。

東大阪中央ＲＣの皆様は、安堵の表情の方が多く見

受けられました。

次に 6/1（木）帝国ホテルで行われました大阪水

都ＲＣのチャーターナイトは、貴重な体験となりま

した。

ロータリークラブの誕生に立ち会う事など今まで

も考えた事もなかったのが正直なところです。大阪

水都ＲＣは、４４名の会員で例会は、月２回という

事でスタートされます。会員では、私の知るところ

幹事報告

①次週（6/9）は林ガバナー補佐、百済ガバナー

補佐エレクトをお迎えしての新旧クラブ協議

会ですので、皆様、御出席をお願い致します。

②本年度最終例会の 6/30（金）は八尾市生涯学

習センター<かがやき>地下 1 階ミーティング

ルームにて開催致します。

例会は通常通り 12：30～13：30 ですが、その

間、食事は取らず、13：30～ 会員懇親会とし

て食事を致しますので、御予定をお願い致しま

す。

6 月結婚記念日祝

安田会員

●森田さん、お元気な姿を拝見して私も元気をいただ

き、頑張ります。

長尾さん、卓話聞かせて頂きます。

               桑田 タア子会員

●今回合計 17,000円

●累  計 756,452円

の著名な方として元大阪市長の平松邦夫氏が初

年度の副会長という事と比較的若い会員の方も

目立っておりました。

まだ、約６０名のロータリアン候補者もこの式典

に参列されており、非常に楽しみなクラブになる

のではないかと想像します。

6 月誕生月祝

辻田会員

「今年度の親睦活動」

長尾 穣治

親睦活動委員長

今年度親睦活動は 9 つの活動計画を進めてまい

りました。

①会員と会員配偶者に誕生月祝をお贈りします。

②会員結婚記念日に記念品をお贈りします。

③皆出席者に皆出席祝をお贈りします。

3つの活動計画は順調に進んでおります。

④新入会員があれば歓迎会を行います。

9 月 2 日に辻盛会員の入会式を行い、12月 16 日

に新入会員歓迎会を開催しました。

今年度、純増 2名を目指していましたが、辻盛氏

1名の入会で歓迎会を行えた事は嬉しく思って



6 月度定例（新旧合同）理事会報告

幹事：高橋 広一

次年度幹事：高岡 正和

●日 時：2017 年 6 月 2日(金)

例会前 11：00～12：20

●場 所：山徳

●出席者：新旧理事役員 8名

本年度分案件：

1. 会計報告 5月分⇒承認。

6 月以降の事務局の契約でザイマックスへの支

払いは 6/中旬で今期会計分より支払う。（承認）

2. 人事案件の件

  ⇒筒井会員と武田会員の 6月末退会を承認。

3. 次年度人事案件の件

⇒武田会員の退会に伴い次年度環境保全担当委

員を高橋会員に変更（承認）

4. 新入会員推薦の件

⇒職業分類委員会に回付し、職業分類 大分

類：6サービスに中分類：8.社会福祉、小分

類：2.介護付有料老人ホームを追加する事を

承認。

尚、同時に大橋会員の職業分類も下記に変更

する。（次年度より）職業分類 大分類：サ

ービス、中分類：8.社会福祉、小分類：1.

障がい者施設（承認）

5. 活動報告書（PDCA リスト）の確認

⇒各委員会からの提出を確認。

6. 定款細則変更の件

⇒今月中に上田会員と鈴木会員で考案し、次回

の理事会で決議、承認する。（継続）

おります。

⑤会長・副会長・幹事杯親睦ゴルフコンペは来た

る 6月 8日に 11名のご参加で行います。

⑥会員親睦を深めるための旅行、イベント等を実

施します

につきましては、3 月 24 日～25 日に南紀白浜絵

へ 14名の参加にて行いました。

宴会の初めの中澤会長のご挨拶の後、奥田会員よ

り乾杯の発声を頂く時に、奥田会員が新婚旅行で

このホテル（白良荘グランドホテル）に宿泊され

たお話をいただき、宴会時にはほぼ全員がカラオ

ケで美声を披露して下さり、感謝しております。

翌日には JA 紀州様へ職場訪問もさせて頂き、帰

りは沢山のお花も頂き、家庭に持って帰ったと思

います。

⑦親睦会費を年会費とともに集めるようにしま

す。

⑧クラブを代表して各行事に参加して頂く場合

は半額を補助します。

2つの活動計画は順調に進んでおります。

⑨当クラブがホストで四輪会を開催します。

4月 13 日に行いました。

又、優勝 高岡会員、準優勝 堀内会員で見事、

当クラブ会員2名がワンツーフィニッシュしまし

た。

残り 1ヶ月になりましたが、無事、親睦活動委員

長を終えられる予定です。

ゴルフに関しては、堀内会員に多大なるご協力を

して頂き、又、各行事につきましても、会員皆様

のご協力を頂き、感謝しております。



7. 2016-17 年度最後の例会及び会員懇親会の件

（6/30）

⇒今年度最終例会は生涯学習センター『かがや

き』の地下 1Ｆミーティングルームで開催す

る。例会時間は 12：30～13：30。会員懇親会

（及び退会式）は同場所で 13：30～開催。

退会者の筒井会員、武田会員には花を贈呈。

花代は会計の例会運営（雑費）より支出する。

8. 6 月以降の事務局の契約及び空調の件

⇒事務所賃貸契約金については6月中にザイマッ

クスへ支払い。

空調については、既に閉店しているカーサと一

体化になっている為、カーサの電源をつけない

と空調が効かない状況。空調の分離工事をする

か、もしくは新しく購入するか、見積り金額を

みて検討。ただ、新しく購入した場合の室外機

設置場所については確認が必要。どちらにする

かは会長判断とする。上記費用については、管

理部門より支出する。

9. その他

①6/15～八尾光町駅前ビルの従業員用駐輪場が

有料になるため、事務局員の駐輪代について

は管理部門の施設費より支出。（承認）

②新例会場で使用するマイク・スピーカー（Ｃ

Ｄ一体型）を￥193,000 で購入、6/30 に新例

会場へ持参。5月度の管理部門予備費の支出分

で計上済。（承認）

以上

次年度分案件：

1. 出席義務免除届について

⇒該当者に出席義務免除が必要か本人意思

の確認をする。（継続）

2. 各種団体への寄付等について

⇒今年度（2016-17）と同様、八尾市市民憲

章推進委員会会費のみ支出を承認。

3. 次年度奉仕・親睦活動について

⇒カローリング（社会奉仕事業）・・・地区

補助金使用。

※地域民間団体への助成金・・・3～5 万

円を予定。

アールブリュット補助金・・・補助金額に

ついては検討。

※地域民間団体

  高校生が中心となり、中高生に勉強を教

えたり、地域の子供の居場所づくりをし

ている民間団体。民間団体代表の方が 9

月に卓話をする予定。

4. 次年度副幹事の件

  ⇒6月末までに決定予定（保留）

5. 理事役員慰労会について

⇒日程は 7/21（金）で確定、時間は午後 6

時からを予定。場所については決まり次第

連絡。（保留）

6. 周年行事確認の件

⇒ガバナーの参加はなしでの記念例会のみ

とする。例会場所・時間については今後、

理事会で決める。（保留）

7. バンケットルームの備品の件

⇒ピアノについては、石川会員より使用施設

（幼稚園、保育所他）をあたってもらう。

使用施設がない場合は廃棄。それ以外の備

品については、6月中に不必要の選別をす

る。（承認）

以上


