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良き出会いを大切に！

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
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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

●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

2017 年 6 月 9 日（金）
出席報告

第 2138 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
④ 会務報告

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2137 回

28 名

13 名

61.9％

第 2135 回

28 名

15 名

68.2％

備 考
出席義務免除
7 名（出 0）
補
填
2名

｢会長の時間｣「幹事報告」
⑤ 委員会報告

ニコニコ箱

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑥ 卓話「事業継承について」安田
⑦ 閉会

憲司会員

点鐘

す。クラブ協議会、よろしくお願いします。
中澤 剛会員

＊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
大研修室

●林様、百済様、クラブご訪問ありがとうございま

学習プラザ 4Ｆ

義一会員

日のご訪問ありがとうございます。新旧クラブ協
議会よろしくお願い致します。
昨日の会長・副会長・幹事杯ゴルフコンペ、優勝

10：00～
石川

●林ガバナー補佐、百済ガバナー補佐エレクト、本

出席予定

させて頂きました。ありがとうございました。
大松 桂右会員
●会長・副会長・幹事杯ゴルフコンペ参加者一同、

第 2139 回例会

6 月 23 日（金）

ニコニコにします。大松会員、おめでとうござい

☆卓話なし

ます。

☆ＩＭＲＤ進捗報告会

会長・副会長・幹事杯ゴルフコンペ参加者一同

石川 義一ＩＭ実行準備委員長

●懇親会会費残金返金分をニコニコにします。
4 クラブ合同懇親会参加者一同

＊6/24（土）
ＩＭ第 4 組ガバナー補佐経験者懇親会
於：シェラトン都ホテル大阪 20 階「ローズ」 ●今回合計

16,060 円

18：30～20：30
鈴木

洋 元ガバナー補佐

出席予定

●累

計

772,512 円

★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

幹事報告

会長の時間
本日は、ガバナー月信からのトピックスをお伝え
します。

①本日の新旧クラブ協議会よろしくお願い致し
ます。

ガバナーメッセージからは、６月の「ロータリー

新旧クラブ協議会報告

親睦活動月間」について記載されています。親睦活

幹事

動月間とは、レクリエーションや職業で同じ関心を
持つロータリアン同士の国際的な親睦と親善の重要
性を認識し、親睦活動への参加を促し、親睦活動プ

広一

本年度 2016-17 年度分
●日

時

：2017 年 6 月 9 日

ログラムへの理解を促すための月間との事です。

13：00～13：30

ＲＩ理事会は、プロジェクト、活動、行事を通じて

於：料亭 山徳

この月間を祝うよう奨励しているとの事です。

高橋

●委員長欠席：

ロータリー親睦活動の起源は、ボートに関心のある

・親睦活動

長尾会員

→代理

山田会員

ロータリアンのグループが、自分たちの船にロータ

・環境保全

柳会員

→代理

堀内会員

リーの旗を掲げ、自らをロータリアンの国際ヨット

・青少年

谷村会員

→代理

堀内会員

親睦グループと名乗ったところにあるようです。

・国際奉仕

武田会員

→代理

鈴木会員

・Ｒ財団

大橋会員

→代理

鈴木会員

親睦活動の種類は、時を経るごとに増え、その目的
は、今日も変わっていないとの事です。それは、親
睦の下にロータリアンのつながりを築き、趣味や職
業に関連した活動を提供することであるようです。
ＲＩでは、親睦活動グループの結成に関する方針
を定めており、新たに結成を望むグループは、公式

●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

高岡会計

⇒次年度への繰越金は約 700 万程度を予定。

認定を受ける前にＲＩ理事会による審査を受けなけ
ればならないようです。理事会による承認後、親睦

各委員会報告

グループは、ＲＩから独立し、独自の規定、会費、

＜クラブ運営委員会＞

管理体制をもって運営されることとなり、会員資格
を有するのは、ロータリアン、ロータリアンの配偶
者、およびローターアクターとの事です。
日本では、約８０のグループが存在しており、全て
のグループが同じ哲学や根底にある思想であるロー
タリーの精神を共有して、世界的規模で活動してい
るとの事です。
我々が参加している野球大会も世界的規模ではない
ものの、その１つであると思っております。
松本ガバナーのメッセージもこれで最後という事
もあり今期を簡単に振り返っていらっしゃいます。

・例会運営
⇒計画通り実行。6/30（金）の今年度最終例
会は予行演習と会員懇親会を兼ねてかが
やきで例会を実施。
・親睦活動⇒計画通り実行
・プログラム・会報⇒計画通り実行
＜会員組織委員会＞
・会員増強（職業分類）
⇒クラブのチーム力の発揮が十分でなかっ
た。
・会員研修・情報（会員選考）⇒計画通り実行
・広報・雑誌
⇒「友」誌への寄稿は出来なかったがその他

その他の報告事項では、クラブ社会奉仕委員長会議、

は計画通り実行

青少年交換研修の報告、また、先日我々も参加しま
したＩＭ４組のロータリーデーの報告が、ＩＭ７
組・８組の報告とともに掲載されています。

＜職業奉仕委員会＞⇒計画通り実行

＜奉仕活動委員会＞
・社会奉仕
⇒①5/26 に支援金 20 万円の贈呈式実行。
②、③は実行出来なかった。
・環境保全
⇒樹木の状況を市の担当者と共に見に行
った。
・青少年奉仕
⇒①計画通り
②実行出来ず
・国際奉仕
⇒計画通り実行

は大変である国際奉仕について感心した。
・Ｒ財団への寄付が上位 18 位であることに感謝。
・次年度ＩＭＲＤのホストクラブであるが、次年
度は 10 クラブでの最後のＩＭＲＤになる。外
部からみた奉仕活動については初の試みとな
るので素晴らしいと思う。成功を祈る。
・次々年度のガバナー補佐より立候補制となった
が、なかなか立候補者がおらず難しかった。
4 組のガバナー補佐ノミニーは大阪南ＲＣの鈴
木慶一氏に決定。
・2 年半、ノミニー、エレクト、ガバナー補佐と
してお世話になりました。

4/8 の第 4 組ＩＭＲＤで八尾東ＲＣの国際
奉仕事業について報告。

◎閉会の辞

山田副会長
以上

・Ｒ財団
⇒計画通り実行。寄付額上位 18 位であっ

新旧クラブ協議会報告

た。

次年度幹事

・米山奨学

高岡

正和

⇒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の

次年度 2017-18 年度分

で、今後の課題である。

●日時

：2017 年 6 月 9 日（金）
13：45～14：25
於：料亭

＜会場監督・ＳＡＡ＞
⇒・再度、例会に参加する際の会員章バッチ着
用をお願いする。
・出席率が最近下がってきているので、なに

山徳

●委員長欠席：
・クラブ運営

大橋会員

・プログラム・会報

→代理 堀内会員

安田会員
→代理

かしらの工夫が必要。

堀内会員

・広報・雑誌

谷村会員

→代理 中澤会員

はなく、「報告」の面についての工夫が必

・職業奉仕

品川会員

→代理 森下会員

要。

・社会奉仕

大橋会員

→代理 山田会員

・青少年奉仕

松本会員

→代理 山田会員

＜ＩＭ実行準備委員会＞

・国際奉仕

辻盛会員

→代理 山田会員

⇒次年度も中澤ＩＭ副実行委員長、山田ＩＭ副実

・米山奨学会

柳 会員

→代理 山田会員

・SAA（会場監督） 大橋会員

→代理 大松会員

・ニコニコの前納の件、お金を納めて終了で

行委員長、大松会長エレクト、高岡幹事の 5 名
で毎月月末に実行委員会を開催していく。
第 1 部は「国境なき医師団」の講演会を予定し

●司会進行

高岡次年度幹事

ているが、第 2 部をどうするか、6/23 のＩＭ進

◎開会の辞

大松会長エレクト

捗報告会の場で相談したい。

◎クラブ現況

高岡次年度幹事

⇒6 月末で 2 名退会予定、7 月に 1 名入会予定で
＜定款・細則検討委員会＞
⇒6 月末までに作成予定。会員への発表は 7 月
に成る予定。

次年度は 27 名。
◎会計予算

鈴木会員

⇒会員数を 25 名で予算案を作成。奉仕部門の支
出金額を削減。会員数が増員すれば収入増に

林ガバナー補佐からの講評
・特に実際に現地に訪問して奉仕活動を行うの

なる。奉仕部門の予算を増額する。ＩＭＲＤ
関連費用については繰越金を使用。

【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。

・各委員、活動計画をもとに活発に活動するよ
うに頑張って頂きたい。
・米山梅吉記念会館訪問した際のお話。米山奨
学の歴史を学ぶため来館してほしい。

・ 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。都合悪い方は変更
可能なので安田委員長まで。

◎閉会の辞

大橋次年度副会長代理 鈴木会員

・各奉仕活動については、委員長だけでなく会
員全員で協力して行ってほしい。
以上

＜会員組織委員会＞
・ 会員増強（職業分類）⇒計画書通り

2016-17 年度臨時理事会報告

・ 会員研修・情報（会員先行）⇒計画書通り

幹事：高橋

広一

・ 広報・雑誌⇒計画書通り
＜職業奉仕委員会＞
⇒計画書通り

●日

時：2017 年 6 月 12 日（火）

◎会員研修・情報（会員選考を含む）委員会
からの報告を受け、新入会員候補者の最終

＜奉仕活動委員会＞

確認を承認

・社会奉仕⇒計画書通り

以上

・環境保全⇒計画書通り
・青少年奉仕⇒計画書通り

会長・副会長・幹事杯ゴルフコンペのご報告

・国際奉仕⇒計画書通り

親睦活動委員長代理

・Ｒ財団⇒計画書通り
・米山奨学⇒計画書通り
＜質疑応答＞
自クラブの奉仕については社会奉仕、国際奉仕
を中心に活発に活動しているため、社会奉仕と
国際奉仕の委員長も中期的にみて理事役員に入

堀内

伸也

先日、6/8（木） 春日台カントリークラブにて、
『八尾東ＲＣ 会長・副会長・幹事杯ゴルフコン
ペ』を開催いたしました。
総勢 11 名集まり、天候は前半に若干降雨に見舞

れてみてはどうか。そうすることにより話がス

われましたが、無事に終了することができまし

ムーズに進行する。

た。
大松会員が優勝という素晴らしい結果となりま

＜会場監督・ＳＡＡ＞
⇒計画書通り

した。その他ご参加頂きました会員の皆様も好成
績で、次回からも多数のご参加頂けることを希望
いたします。

＜ＩＭＲＤ実行委員会＞
⇒毎月最終金曜日に担当者会合。6/23（金）の卓
話時間に進捗報告会をする。計画書を作成でき次
第告知する。
＜総合質疑応答＞
ＩＭＲＤ実行委員会担当表（案）については 7 月
末までに担当を確定する。
百済ガバナー補佐エレクトからの講評
・次々年度よりのＩＭの組編成の件。

八尾東ＲＣ会員皆様のご協力、会場をご提供頂き
ました奥田会員に御礼申し上げます。

