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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

第 2140 回移動例会

第 2141 回例会

2016～17 年度最終例会

＊例会時間：13：30～14：30

会員懇親会及び退会式に伴い、場所変更

2017～18 年度 初例会

於：かがやき

地下 1 階

ミーティングルーム

① 開会 点鐘

7 月 7 日（金）

於：かがやき

地下 1 階

ミーティングルーム

☆八尾ＲＣ・大阪柏原ＲＣより

② ソング ｢それでこそロータリー」

会長・幹事表敬訪問
あさい

③ ビジターの紹介
④ 皆出席祝

34 年

☆新入会員入会式 浅井 寿徳 新会員
鈴木 洋会員

☆卓話「本年度の会長方針」

⑤ 2016～17 年度下半期ＨＣ皆出席祝
石川

としのり

義一会員・高橋

2017～18 年度会長
広一会員

⑥ 会務報告

☆7 月誕生月祝

上田会員、中澤夫人、堀内夫人

☆7 月結婚記念日祝

｢会長の時間｣「幹事報告」

大松 桂右

堀内会員

★例会後：7 月度定例理事会

⑦ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑧ 卓話 ｢今年度の回顧｣

於：八尾市文化会館プリズムホール

中澤 剛会長・高橋 広一幹事
⑨ 閉会

＊八尾青年会議所 創立 5 周年記念式典・祝賀会

点鐘

式典：小ホール
受付開始
祝賀会

★会員懇親会及び退会式
於：かがやき 地下 1 階

祝賀会：レセプションホール

15：30～

記念式典 16：00～

18：00～

13：30～

大松

桂右会長 出席予定

ミーティングルーム

☆例会前：第 4 回ＩＭＲＤ実行委員会

＊7/5（水）

2017 年 6 月 23 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2139 回

28 名

16 名

72.7％

第 2137 回

28 名

13 名

61.9％

八尾ＲＣへ表敬訪問（八尾商工会議所）
12：30～13：30 大松会長、高岡幹事

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
0名

★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

ニコニコ箱

すぐにシカゴ市当局に対し、設置運動を開始し

●石川ＩＭＲＤ実行準備委員長、これから大変です

たところ百貨店組合と醸造組合の猛反発にあっ

が、よろしくお願い致します。

中澤 剛会員

たとの事です。当時、市中心部で便所を使用す

●ロータリーに入って 1 年半経ちました。これから

るには、百貨店に入るかバーに立ち寄るしかな

梅雨になりますが体調に気をつけて頑張りたいと

かったからです。無料トイレができれば、収入

思いますのでよろしくお願い致します。

減になると予測したようです。

安田 憲司会員

しかし、シカゴ・クラブの努力が実り、２年間
もの行政との長い交渉の末、市から建設費用を

●今回合計

0円

捻出に成功し、１９０９年に２か所の公衆便所
が設置されたとの事です。

●累

計 778,512 円

これは、初期ロータリーの社会活動の中で、
世界のロータリアンが誇りにするような出来事

会長の時間

ですが、
「社会奉仕」の始まりではないようです。
この公衆便所は、市の予算で、市有地に建設さ

本日は、初期シカゴロータリークラブのある活動
について、とりあげたいと思います。

れたもので、ロータリアンの寄付による慈善事
業ではなかったとの事です。

ロータリーも２年目になるとシカゴの人々に知ら

しかし、最も基本的な事は、この当時のロータ

れるようになっており、弁理士ドナルド・カーター

リーにはまだ「奉仕」という理念が生まれてな

の入会を勧めていたところ断られたそうです。その

かったという事で、この時点では、「社会奉仕」

理由は、
「このクラブは、閉鎖的な内部利益交換の団

という概念は存在していなかったとの事です。

体にすぎず、社会的存在意義が欠けている」という

「社会奉仕」という概念が登場したのは、この

事でした。

設置から１８年後の１９２７年になってからと

すぐにポール・ハリスが動き、ロータリーは、内部

の事ですが、恐らくこのような概念は、ロータ

の相互扶助活動と親睦だけでなく、地域社会にも目

リー活動において、自然に備わっていたのだと

を向けるという姿勢を明らかにしたとの事です。こ

考えます。

の項目を会則に追加された事で、カーターが入会し、

幹事報告

その後、彼は初期ロータリーの中で市民意識の向上
と対外姿勢の形成という意識改革に大きな役割を果
たす事になったようです。
１９０７年２月、第３代会長にポール・ハリスが

①本日（6/23）が山徳での例会は最後となり、次
週（6/30）は 2016-17 年度最終例会となります

就任し、ロータリー・クラブとして地域社会へ向け

が、八尾市生涯学習センター<かがやき>

ての実践活動の始まりが、公衆便所の設置運動でし

1階

た。

次週は例会を通常通り 12：30～13：30 で行い

シカゴ市の中心部に公衆便所がないため、通行人が

ますが、その間、食事はせず、13：30 から会

不便な思いをしているという話を聞いたポール・ハ

員懇親会及び退会式を開催し、13：30 から食

リスは、それに対応した活動をする事がロータリー

事、となりますのでよろしくお願いします。

会員の市民意識を向上させる絶好の機会になると考
えたようでした。

地下

ミーティングルームで開催致します。

臨時理事会報告

ＩＭＲＤ進捗報告

幹事：高橋

石川 義一ＩＭＲＤ実行準備委員長

当クラブホストのＩＭＲＤが来年 4 月 14 日に

●日

時：2017 年 6 月 23 日(金)
例会後

決まっていますので、それに向かって進んでいま
●場

す。
進捗状況について説明させて頂きます。次年度

広一

14：00～14：20

所：山徳

●出席者：理事役員 8 名

はこの様な説明を実行日までに 4 回、時間を頂い
案件：

ています。ありがとうございます。
◎4/27 に八尾・柏原地区のロータリークラブ会
長、幹事の集まりであります四和会で、来年
4/14（土）のＩＭＲＤの決定を報告しました。
又、5/26 のＩＭ４組の会長・幹事会においても
ＩＭＲＤの実行日の報告と出席を依頼いたし

1.

八尾東ロータリークラブ定款・細則改正の件
⇒2016 年ＲＩの規定審議会の決定事項をクラ
ブ定款に反映し、定款・細則を変更する。
次週（6/30）に、会員各位に資料を配布し、
7/21（金）にクラブ決議を行う。（承認）
以上

ました。
◎予算案につきましては、12 月に入ってから口座
新設の上、各クラブに振込を依頼します。地区
からは補助金 300,000 円を頂けますので、同様
に振込を依頼します。
ＩＭ4 組 10 クラブで 359 名、ＩＭＲＤ登録料が
一人当たり 7,000 円ですので、合計 2,513,000
円（会員数の変動により若干変わる可能性あ
り）、前回よりの繰越もあり、合計 2,850,000
円からのスタートとなります。
◎ＩＭＲＤ実行委員の担当表については、SAA 及
び会場設営のところの武田会員の代わりに浅
井会員とします。
表の中頃の 2）未定を削除し 2）として第 2 部
をもってきます。
懇親会については各クラブに海外の姉妹クラ
ブを呼んで頂いた場合に費用の問題が出て来
ますので実行委員会で検討中であります。
◎会場となるシェラトン都ホテル大阪には本会
場と懇親会会場と当クラブ用に部屋を 1 つ仮予
約しています。
以上

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

