
★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

第 2142 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 近隣クラブ会長・幹事挨拶

  八尾中央ＲＣ 会長 松尾
ま つ お

汎
ひろし

様

幹事 露原
つゆはら

行
ゆき

隆
たか

様

⑤ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑥ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑦ 「ロータリーの友」紹介

谷村 政哉広報・雑誌委員長

⑧ 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

エグゼクティブ 小路
しょうじ

真也
し ん や

氏

⑨ 閉会 点鐘

★例会後：第 5回ＩＭＲＤ実行委員会

＊7/15（土）

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

第 2143 回例会 7月 21 日（金）

☆例会決議

☆卓話なし

☆第 1回クラブフォーラム

        クラブ運営委員会部門

         大橋 秀造クラブ運営委員長

＊7/21（金）新旧理事役員慰労会

於：ホテルモントレ グラスミア大阪

22Ｆ 日本料理「隨縁亭」

高橋会員、大松会員、高岡会員、上田会員

山田会員、鈴木会員、大橋会員、石川会員

山本事務局員         参加予定

２０１７年７月１４日（金）第２１２９号

2017年 7月 7日（金）

出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2141回 27名 17名 73.9％
出席義務免除

6名（出 2）

第2139回 28名 20名 87.0％
補    填

4名

Rotary International

国際ロータリー会長

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー

2017‐18 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：大松 桂右

●幹   事：高岡 正和

●会報委員長：安田 憲司

変革の時代、創造のとき。

新たな一歩で感動を！



ニコニコ箱

●八尾ＲＣ、大阪柏原ＲＣ 会長、幹事様、お忙しい

中、ご訪問頂き、ありがとうございます。

浅井新入会員、ご入会おめでとうございます。

本年度もよろしくお願い致します。

大松 桂右会員

●2017-18 年度 大松 桂右会長、高岡 正和幹事、宜

しくお願い致します。

八尾ＲＣ 会長、幹事様、大阪柏原ＲＣ 会長、幹

事様、本日は表敬訪問ありがとうございます。

桑田 タア子会員

●大松会長 1年間ご苦労様です。

八尾ＲＣ 会長 菅野様、幹事 長竹様、大阪柏原Ｒ

Ｃ 会長 三田様、幹事 巽様、御苦労様です。

新会員 浅野Ｒ、ご入会おめでとうございます。

               森下 慶治会員

●大松会長、高岡幹事、1 年間大変でしょうがよろ

しくお願いします。

妻の誕生日祝、ありがとうございます。

                 中澤 剛会員

●菅野様、長竹様、三田様、巽様、訪問下さりあり

がとうございます。

浅井さん、ようこそ。楽しいロータリーライフを。

鈴木 洋会員

●新年度理事、役員の皆様ご苦労様です。お世話に

なります。          森田 時男会員

●八尾ＲＣ、大阪柏原ＲＣ 会長、幹事様、ご来訪あ

りがとうございます。

大松会長、高岡幹事はじめ役員、理事の皆様、今

年一年よろしくお願い致します。

浅井さん、ご入会おめでとうございます。

先週、最終例会欠席のお詫び。

         奥田 長二会員

●大松会長、高岡幹事、本年度よろしくお願いいた

します。           大橋 秀造会員

●大松会長、高岡幹事、御就任おめでとうございま

す。

八尾ＲＣ、大阪柏原ＲＣ 会長、幹事様、御訪問あ

りがとうございます。     山田 哲男会員

会長の時間

2017～18 年度の初例会に多数のご出席を頂き、

ありがとうございます。

また、新年度のスタートの中で、浅井新入会員の

入会式も執り行うことができ、良いスタートがで

きたと思います。

ロータリー歴が浅い私ですが、伝統ある八尾東

ＲＣの会長として、誇りをもってクラブの発展に

寄与できればと考えておりますので、先輩、同僚

会員におかれましてはご指導、ご協力の程、よろ

しくお願い申し上げます。

●初例会ですね。これからガンバリましょう！

八尾ＲＣ 菅野会長、長竹幹事、大阪柏原ＲＣ

三田会長、巽幹事様、ようこそありがとうござ

います。          石川 義一会員

●今回合計 17,000円

●累計  17,000円

鐘と槌の引継ぎ

前年度会長・幹事へ記念品贈呈

2017-18 年度理事役員

7 月結婚記念日祝

堀内会員

八尾ＲＣ様 大阪柏原ＲＣ様



幹事報告

今年度は第 4組のＩＭＲＤや四和会のホスト、記

念奉仕事業として社会奉仕のカローリング等が

ございます。

忙しい 1年になるかと思います。皆様のご協力な

くしては成功できませんのでお力添え宜しくお

願いします。

幹事として多々至らない点もございますが、精一

杯努めさせていただきたい所存です。

今年 1年よろしくお願いします。

「本年度の会長方針」

大松 桂右会長

「変革の時代、創造のとき。

新たな一歩で感動を！」

２０１７－１８年度ＲＩ会長イアン・ライズリ

ー氏の今年度テーマが「ロータリー：変化をもた

らす」。第２６６０地区片山ガバナーのスローガ

ンが「個性を活かし、参加しよう」です。

当クラブは、様々な世代の会員で構成されてお

り、その世代間の垣根も無く、会員それぞれの個

性を尊重した一体感のあるクラブです。その特性

を活かしつつ、ロータリーの基本理念に基づき各

会員が各事業について考え計画し、行動すること

を目指したいと思います。ロータリーの基本理念

等は不変ですが、クラブの現況や各事業を推進す

るにあたり、変えるところは変え、新たに創り出

すといった柔軟性も必要であると考えます。各事

業については全員参加で取り組み、会員自らが楽

しさや新たな気づきといったような様々なこと

を体感し、感動する。そして、その思いを会員相

互が共有し、内外に発信、広報することで公共イ

メージ向上（一般人のあらゆる世代に対しＲＣの認

知度の向上）を図って参ります。そこで、今年度の

八尾東ロータリークラブのスローガンを「変革の時

代、創造のとき。新たな一歩で感動を！」と致しま

すので、ご指導、ご協力のほどよろしくお願い申し

上げます。

さて、今年度はクラブ設立４５周年、ＩＭロータ

リーデー第４組のホストクラブとなっており、各事

業も含めますと、大変密度の濃い年度となります。

また、例会場の移転やそれに伴う予算の変動といっ

た課題もあります。各事業を行うには当然予算が必

要ですし、予算には限りもありますので、そのあた

りをしっかりと見極めなければなりませんが、奉仕

事業等に影響を及ぼさないようにしなければなり

ませんので、各会員がその現状等を把握、共有しな

がら各事業を進めていく必要があると考えます。

現時点においては、持続発展するようこれまでの

各事業を継続し、社会奉仕事業については、クラブ

設立４５周年記念事業と位置づけ、地区補助金を活

用した「LET’Sカローリング！（みんなでふれあい、

楽しみ、理解を深めよう）」を開催し、障がい者の

方をはじめ多くの方々に参加を呼びかけ、プレーを

通じて障がい者の皆さんを取り巻く環境の理解を

深めて頂き、あわせてロータリー活動への理解も深

まればと思います。また、アール・ブリュットに対

する助成の他にも新規事業として、青少年らが自ら

考え行動している事業（高校生が中心となり、中高

生に対して勉強等を教える）や地域活性のために活

動（地域の子どもの居場所づくり）をしている民間

団体に対して、継続的な助成を行いたく思います。

先にも述べましたが、今年度は密度の濃い年度と

なり、例会場の変更など当クラブを取り巻く環境も

大きく変わります。この状況にしっかりと対応し、

乗り越えていくには、全会員のご理解とご協力が必

要ですので、重ねてよろしくお願い申し上げます。



7 月度定例理事会報告

幹事：高岡 正和

●日 時：2017 年 7月 7日(金)

例会後 14：45～16：15

●場 所：かがやき ミーティングルーム

●出席者：理事役員 8名

案件：

①会計報告６月分

会計報告 6月分承認済。

●2017-18 年度予算について

1.ＩＭＲＤの予算 50万については、前年度繰越金

より使用。

2.45 周年記念事業として、今年度予定の奉仕事業

以外でいい事業があれば行う可能性あり。その

際、理事会で話し合い、支出は周年記念準備金

を使用するか決議をする。

3.会計報告一般会計計算書の支出の部の入金計上

について

当日会費については、支出の部に入金を計上し

ない。預り金として計上する。

②前年度に次年度理事役員会合で決めてきたことの

再確認

・環境保全委員長変更→高橋会員に変更

・新入会員浅井会員職業分類表への記載内容

職業分類：サービス、中分類：8.社会福祉、

小分類：2.介護付有料老人ホーム

・大橋会員の職業分類表の記載変更

職業分類：サービス、中分類：8.社会福祉、

小分類：1.障害者施設

・定款・細則変更の件。6/30 に会員に告知。

7/21（金）例会で決議。

・団体への寄付については、八尾市市民憲章推進

委員会会費￥10,000。

・奉仕事業として社会奉仕事業のカローリング（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・ブリュットへの補助金を予定。金額

は検討。

・周年行事は記念例会のみでガバナーの参加は

なし。例会場所・時間については理事会で決

める。

③7/7 時点での会員数確認

6/29 時点 28 名、6/30 で 2 名退会で 26名、

7/1 は 26 名でスタート。

7/7 に 1名入会で 27 名。

④出席義務免除者の件

奥田会員、森田会員、池本会員、木村会員、坂

原会員、松本会員の 6名

⑤新入会員 浅井会員の所属委員会（クラブ及び

IMRD 実行委員会）について

IMRD 実行委員会は SAA 及び会場設営担当。

クラブ運営委員会の例会運営委員会の中澤会

員グループに入れる。

⑥副幹事の件

堀内会員に決定。

⑦ガバナー公式訪問日程変更の件

ガバナー訪問は 12/8（金）に変更。当日の高

橋会員の卓話については、10/27（金）へ変更。

高橋会員了承済。プログラム・会報委員長の

安田会員へ変更の旨を伝える。

⑧ガバナー公式訪問時の懇談会について

懇談会の場所は、『かがやき』地下 1Fミーティ

ングルームを使用。時間は 12：30-13：30。

出席会員は、大松会長・品川会長エレクト・

山田会員・高岡幹事の 4名。

ガバナーへの質問等については、質問事項がな

いかどうか例会時に会員に告知し期限を決め

て回収する。理事会で確認。



プロジェクター、スクリーン、音声については

山田会員了承済。

⑨事務局の契約及び空調の件

ザイマックスと契約（1 年間）を交わす。空調

の件に関しては、現時点の段階でザイマックス

からの回答はなし。現段階では無理に工事をし

ない。状況を見ながら考える。現状のまま元カ

ーサの空調を使用する。

ザイマックスからの回答で工事費用が高額に

なるようであれば事務所移転も考える。工事費

用がそれほど高額でなければ管理基金より工

事費用を支出する。いずれも理事会で決議す

る。契約書では共益費に空調、照明の電気代は

含まれている。

⑩親睦旅行に伴い、11/17（金）の理事会及び例

会時間の変更の件

例会時間を 10：30-11：30 へ変更。理事会につ

いては例会前に行うが議題の項目数により開

始時間を決める。

⑪2019 年規定審議会 立法案提出について

自クラブ会員に立法案があるかどうか告知し

期限を決めて回収する。9 月の理事会で決議す

る。

⑫地区大会用奉仕活動写真提出の件

前回のアール・ブリュットの写真・ダウンタウ

ン・マニラとの国際奉仕事業（2016-17 年）の

写真を 2～3枚提出。

⑬食事（お弁当）発注数の件

お弁当の発注は火曜日まで。それ以降は増減不

可。

例会当日、メイキャップ訪問や欠席から当日出

席した場合などでお弁当が不足した場合、1Fカ

フェでワンプレートのエビフライオムライス

かコロッケピラフのみ 2～3 個だけなら追加注文

可能で事務局員、理事役員がこれを食べる。

⑭例会用物品不用品について

理事会で選別した不用品について、自クラブ会員

で記念で欲しいという方がいるかも分からないの

で写真付きの不用品リストを配布し確認してもら

う。

⑮ロータリー入門書の件

10 部購入。新入会員と入会 2～3 年目の会員に配

布。残りは予備。

⑯新旧理事役員慰労会について

日時：7/21（金）午後 6時～8時

場所：ホテルモントレ グラスミア大阪 22F

日本料理『隨縁亭』

会費：￥10,000

品川会員・中澤会員は欠席。

⑰事務局員 7/15（土）公共イメージセミナー出席の

代休の件 7/18（火）代休承認 OK。

⑱事務局の夏季休暇について

8/14～8/16 夏季休暇承認 OK。

⑲その他

卓話原稿について

著作権にも関わる事なので、文面を引用した場合

は、卓話原稿に引用した出典元・サイト名・URL

を記載するよう自クラブ会員へ通達する。

事務局から例会場へ備品（資料など）を運搬する

キャリーバッグ購入の件。

→承認 OK。管理部門予備費より支出。



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB

新入会員入会式

新入会員プロフィール

姓  名： 浅井
あ さ い

寿
とし

徳
のり

入 会 式： 平成 29年 7月 7日

職業分類： 介護付有料老人ホーム

事業所名： （株）寿樹苑

所 在 地： 〒581-0020

八尾市曙川東 8-120-1

T E L： 072-990-3333

F A X： 072-990-4333

推 薦 者： 大松会員 大橋会員

ロータリー友誌の紹介について

以前はロータリー友誌を集中して聞いて頂くた

めに例会前に食事を摂っていましたが、今回の

例会場『かがやき』では限られた時間内で例会

の会場設営やお弁当の準備がある為、例会前の

食事は厳しいと思われる。例会の食事時間で早

めに食べて頂き友誌の紹介を集中して聞けるよ

うに備えてもらう。状況をみながら食事の時間

帯を考えるとの事。


