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変革の時代、創造のとき。
新たな一歩で感動を！
第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

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

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：大松 桂右
●幹
事：高岡 正和
●会報委員長：安田 憲司

7/7（金）
2017～2018 年度初例会

＊例会後：7 月度定例理事会

｢ロータリーの鐘・槌｣引継ぎ
第 2141 回例会

＊八尾青年会議所 創立 5 周年記念式典・祝賀会

① 開会 点鐘

於：八尾市文化会館プリズムホール

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

式典：小ホール

③ ビジターの紹介

受付開始

④ 本年役員理事の紹介

祝賀会

15：30～

記念式典 16：00～

18：00～

⑤ 近隣クラブ会長・幹事挨拶
八

祝賀会：レセプションホール

大松

すがの

しげと

ながたけ

ひろし

さんだ

まさたか

桂右会長 出席予定

尾ＲＣ 会長 菅野 茂人 様
幹事 長竹

浩

様

大阪柏原ＲＣ 会長 三田 昌孝 様
幹事
⑥ 新入会員入会式

たつみ

おしふ

巽

あさい

教

様

＊7/11（火）
★大阪柏原ＲＣへ表敬訪問（アゼリア柏原）
12：30～13：30

大松会長、高岡幹事

としのり

浅井 寿徳 新会員

★八尾中央ＲＣへ表敬訪問

⑦ 直前会長・幹事に記念品の贈呈
⑧ 会員及び会員夫人誕生月祝

（ベルドミール桜ケ丘 203 号）
18：30～19：30

大松会長、高岡幹事

上田会員、中澤夫人、堀内夫人
⑨ 会員結婚記念日祝 堀内会員
⑩ 乾杯・昼食
⑪ 会務報告

7 月 14 日（金）

☆八尾中央ＲＣより 会長・幹事表敬訪問

｢会長の時間｣「幹事報告」
⑫ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑬ 卓話 ｢本年度の方針｣
2017～2018 年度会長 大松 桂右
⑭ 閉会

第 2142 回例会

点鐘

☆｢ロータリーの友｣紹介
谷村

政哉広報・雑誌委員長

☆卓話「IQOS これがすべてを変える」
フィリップモリスジャパン合同会社
関西南ディストリクト IQOS 市場開発
しょうじ

エグゼクティブ 小路

しんや

真也氏

★例会場：八尾市生涯学習センター<かがやき> 〒581-0833 大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16 ℡:072(924)3876
★例会日時：毎週金曜日13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

＊7/15（土）

●筒井さん長い間御苦労様でした。

第 2660 地区公共イメージ向上セミナー
於：大阪ＹＭＣＡ

2Ｆ 大ホール

登録受付 13：30～

会議 14：00～16：00

大松会長、高岡幹事、谷村広報・雑誌委員長
山本事務局員 出席予定

最終例会に当たり、中澤会長、高橋幹事、理事
役員の皆様、御苦労様でした。
桑田 タア子会員
●中澤会長はじめ役員の皆様、1 年間お疲れ様で
した。

上田 郁生会員

●筒井会員、武田会員、おつかれ様でした。
中澤会長、高橋幹事、1 年間ご苦労様でした。
2017 年 6 月 30 日（金）
出席報告

山田 哲男会員

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2140 回

28 名

18 名

78.3％

第 2138 回

28 名

20 名

90.9％

備 考
出席義務免除
7 名（出 2）
補
填
4名

●中澤会長、高橋幹事、本年度役員の皆様 1 年間
ありがとうございました。次年度もよろしくお
願い致します。
筒井会員、武田会員、おつかれ様でした。
大松 桂右会員

ニコニコ箱
●色々と御迷惑をおかけしました。
1 年間ありがとう

●筒井会員、武田会員、ロータリー活動に長い間

中澤 剛会員

ご尽力頂きありがとうございました。退会され

●御無沙汰しています。本日は盛大な卒業式をして

る事はさみしい限りでございます。お身体に気

ございました。

いただき感謝します。

をつけて頑張って下さい。

八尾東ＲＣの益々の発展を祈ります。

次年度幹事になります。忙しい一年になります

筒井 重之会員

が、皆様ご協力、ご指導、宜しくお願いします。
高岡 正和会員

●短い間でしたが大変御世話になりました。
ありがとうございます。

武田 大輔会員

●①筒井さん、卒業おめでとうございます。
②34 年、皆様のおかげで皆出席できました。感謝。
鈴木 洋会員
●最終例会欠席で申し訳ございません。理事役員の

●最終例会遅刻のおわび。
中澤会長、高橋幹事、理事の皆様、1 年間お疲
れ様でした。
筒井さん、武田会さん、これからはＯＢとして
八尾東へご尽力賜りますように！
長尾 穣治会員

方々、一年間お疲れ様でした。
筒井さんと武田さんの退会残念です。送別会に出
席出来ずすみません。

池本 繁喜会員

●今回合計

49,000 円

●筒井さん、武田さん、退会、残念です。
中澤会長、高橋幹事、ありがとうございました。

●累計

827,512 円

大橋 秀造会員
●本年度会長、幹事、役員の皆様、ご苦労様でした。
筒井さん、お久しぶりです。お元気そうでなによ
りです。

下半期ＨＣ皆出席祝
高橋会員・石川会員

森下 慶治会員

●中澤会長初め、2016-17 年度役員及び理事会メンバ
ーのみなさん、お世話になりありがとうございま
した。

品川 芳洋会員

6 月皆出席 祝

鈴木会員

須のようです。

会長の時間

・靴の消臭には、１０円玉
銅には殺菌効果と雑菌を分解する効果がある

本日は、最後の会長の時間となり、初めてロー
タリー以外の内容にしてみました。
今の時期にあたる梅雨について、調べてみまし
た。
梅雨は、北海道と小笠原諸島を除く日本、朝鮮
半島南部、中国の南部から長江流域にかけての沿

ようです。５～１０枚くらいをまんべんなく入
れると効果はあがるようですが、入れっぱなし
にしておくとカビが繁殖するので注意が必要と
の事です。完全には、消臭できないようですが、
旅行や出張には、役に立つかもしれません。

岸部、および台湾など東アジアの広範囲おいてみ

幹事報告

られる特有の気象現象で、５月から７月にかけて
毎年めぐってくる曇りや雨の多い期間の事です。
「梅雨」の語源としては、

①次週（7/7）は 2017-18 年度の初例会であり、八

・梅の実が熟す頃

尾ＲＣ、大阪柏原ＲＣの会長、幹事が表敬訪問に

・湿度が高くカビが生えやすいことから「黴雨

来られます。

（ばいう）」と呼ばれ同じ音の「梅雨」に転じた

新入会員の入会式もございますので、宜しくお願

・「毎」日のように雨が降るから「梅」という

いします。

字があてられた
という説があり普段の倍、雨が降るから「倍雨」
というのはこじつけとの事です。

「今年度の回顧」
うっとうしい梅雨時に役立つかどうかわかり

中澤

剛会長

ませんが、生活の知恵を少し紹介します。
・キッチンのコンロまわりの油汚れの掃除
気温、湿度が高い方が、楽に落とせるようで
す。
・カビ対策には、「お酢」（身体にも安全）

遂に最後の日を迎える事になりました。
私が会長となり様々なご迷惑をおかけした１年
間でしたが、皆様の有難い、心強いご協力をいただ
き何とかこの日を迎えられた事に感謝いたします。

「お酢」には、中和力と殺菌力が高く、水回

未だにロータリーの事も理解できていませんが、

りの汚れ落としやトイレのアンモニア臭も

会長の時間については、あえて、時事の話題を持ち

消臭するようです。まな板も雑菌でき、食中

込まず、ロータリーに関する事をとりあげてきまし

毒予防。洗濯機ですすぎの時に大さじ２～３

た。それでも理解できていませんが・・・。

杯程度加える事で、部屋干しによる臭いを防
げるそうです。お酢の匂いは、干している間

今年度を振り返ると全体的な動きでは、

に消え、中和力により柔軟剤としての効果も ・ＲＩでは、2016 年の規定審議会のクラブに柔軟性
あるらしいです。
・除湿剤には、コーヒー

を持たせる決定の採択
・地区戦略計画委員会が立案したＩＭ再編成の決議

お茶ガラや紅茶の葉よりも効果があるのが、 ・同上の立案で、ガバナー補佐選出方法の変更の決
コーヒーのかすで、消臭効果もあるようです
が、注意点としては、しっかり乾かす事が必

議
・日本で最初の地区ロータリー学友会の設立

・82 クラブ目の新クラブである「大阪水都ＲＣ」の
旗揚げ

・白浜への親睦旅行企画
・近隣４クラブでの交換卓話

・当地区 9 番目のＩＡＣとなる大阪中之島ＲＣが提
唱クラブを務める開明中学校・高等学校ＩＡＣの
結成
と、上記のような組織上の変革を迎えた年でした。

〇会員組織委員会
・１名入会で３名退会という結果となり非常に
厳しい現状を実感
今後の大きな課題でもあると再認識

自クラブにおいては、
「良き出会いを大切に！」と
いう今年度のクラブテーマを掲げ、会長方針として、 〇奉仕活動委員会
①全員参加による年間活動、②選択と集中、③ベテ

・ダウンタウンマニラとの共同事業（国際奉仕）

ランと若手の融合、と３つの主な方針を発表させて

初めてフィリピンを訪れ、私自身、世界に目

いただきました。

を向ける事も大切だと実感しました

私自身、まだまだ未熟なロータリアンである事も

・アール・ブリュット展覧会が来期開催

踏まえ、このせっかくの会長職を活用させていただ

・複数の活動計画は、未達成

き色々な出会いがあったと実感しています。今後も

・寄付については、他クラブと比べても比較的

このような出会いを大切にし、ロータリー活動を有

優秀

意義なものにしていきたいと考えています。
〇今期は、定款・細則検討委員会で、規定審議会
今年度は、まさかの出来事として、西武百貨店八

での決定事項を当クラブの運営に反映で

尾店の閉店という当クラブにとって大変大きな事態

きませんでしたので、例会決議が来期に持越し

となりました。

となってしまいます。

何故、私の会長の時に？というような事も思いま
したが、理事の皆様にも助けていただき、また、全
会員のご理解のもと、何とか休会する事なく今期最

山本事務局員には、多大なるご協力をいただき
感謝しています。

終例会を迎える事ができました。来期は、場所、時

過去、幹事の時にも同じ感想を伝えさせていた

間は変更になり、勝手のちがう事が増えると思いま

だいていますが、改めて当クラブにおいては、重

すが、何とか運営できる事となりました。

要な役割を担ってもらえていると更に実感いた

ただし、今後については、状況次第にはなります

しました。

が、再変更も視野にいれておく必要はあると考えて
います。

最後に高橋幹事についても１年間、ご苦労様で
した。色々な事がありましたが、何とか無事？に

委員会別には、主に下記のような活動を実行いた
だきました。
〇クラブ運営委員会
・輪番制でスムーズな運営
・西武での運営時は、毎月第２例会に友誌の紹介
時間をきっちり確保
・四輪会のホスト

任期を終える事ができ、色々と有難うございまし
た。

「今年度の回顧」
高橋

広一幹事

今年度 1 年間を振り返って
最初は本当に自分に 1 年間まともに出来るのか
が不安でした。が、自分では意外と出来たかなと
思います。皆さんはどう思っているかは分かりま
せんが、（全て事務局山本さんのおかげです。
）
3 クラブの訪問から始まり最後の締めは 8 クラブ
交歓会と色々と出かけて色んなことを勉強させ
て貰いました。
これからは、勉強をしたことを生かして来期から
頑張って行きたいと思います。

退会式及び会員懇親会のご報告
親睦活動委員長

長尾

穣治

平成 29 年 6 月 30 日、2016-17 年度の最終例会後、
筒井会員、武田会員の退会式（卒業式）と会員懇
親会を行いました。
まず、中澤会長より両名に慰労と感謝の謝辞を述
べていただきました。
鈴木会員から乾杯の発声をいただいて懇親会が
始まりました。
筒井会員は昭和 61 年 4 月に入会され、一旦退会
されましたが、その後平成 4 年 7 月に再入会。
1998-99 年度＆2009-10 年度には幹事、2006-07
年には会長の重責を担っていただき、長きに渡り
当クラブの中枢メンバーで活躍されました。
武田会員は平成 25 年 7 月に野球同好会のご縁で
松山南ＲＣより転籍され、親睦活動委員長、国際
奉仕委員長として活躍されました。
懇親会の終いに筒井会員、武田会員に花束贈呈、
それぞれにお言葉を頂戴し、記念撮影後散会とな
りました。
退会式（卒業式）は初めての試みでしたが、和や
かな雰囲気で良かったと思います。
退会式・懇親会は無事終わりとなりました。

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

