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RI テーマ

変革の時代、創造のとき。
新たな一歩で感動を！

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

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

2017 年 7 月 28 日（金）
出席報告

第 2145 回例会
① 開会 点鐘
② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」
③ ビジターの紹介

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2144 回

27 名

17 名

73.9％

第 2142 回

27 名

17 名

77.3％

④ 会員及び会員夫人誕生月祝

備 考
出席義務免除
6 名（出 2）
補
填
2名

高橋会員、堀内会員、高岡夫人
ニコニコ箱

⑤ 会務報告

●石川会員、本日の卓話よろしくお願い致します。

｢会長の時間｣「幹事報告」

大松 桂右会員

⑥ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑦ 卓話 ｢銃後の戦争体験

●先日の慰労会お疲れ様でした。ご出席頂きました
理事役員の皆様ありがとうございました。

（私の見た事、聞いた事、体験した事）｣

奥田 長二会員
⑧ 閉会

点鐘

●四つのテスト掲示板をいただいて良い記念になり
ます。会社の正面玄関に掲げます。ありがとうご
ざいます。

＊例会後：7 月度定例理事会

＊8/11（金）は法定休日による休会
第 2146 回例会

新旧理事役員

●石川さん卓話ご苦労様です。

奥田 長二会員

●石川さん、卓話楽しみです。

大橋 秀造会員

●来週次男のインターハイで家内は３泊で応援の予

8 月 18 日（金）

定です。楽しみな一人暮らしがやって来ます。

☆｢ロータリーの友｣紹介
谷村

池本 繁喜会員

山田 哲男会員
政哉広報・雑誌委員長

☆卓話「子どもの居場所づくり」

すね。

夢うららほっとステーション 代表
うらがみ

浦上

●今日も暑いですね。もう 1 ヶ月半ぐらいの辛抱で

ひろあき

弘明氏

今日の卓話ガンバリます。

石川 義一会員

★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

●今回合計
●会費と納入分

13,000 円

校割りで 1 つの福祉委員会が作られています。こ

195,000 円

の福祉委員会は自治会、町会に入っておられる人
を対象としています。

●累

計

233,000 円

八尾市民の全体の 66～67％の人は自治会、町会
7 月皆出席祝
石川会員

に加入されています。しかし、まだ、33～34％が
未加入であることも現実です。

会長の時間
◎（西山本地区）福祉委員会
↓
福祉委員会役員
↓

様々な分野でのハイテク化が進んでいますが、ある
報道がありました。
居眠り運転の抑制にと、車の運転中に眠くならない

ありがとうございました。
②来週 8/11（金）の例会は休会になります。

防犯

①九州北部豪雨災害の義捐金募金に協力頂きまして

防災

幹事報告

（各町会役員等 ）
地域安全福祉部会

と対応しなければならないと感じました。

（地区５つの老人会）
高齢者 福祉部会

うなものもありますが、やはり人間自身がしっかり

（青少年指導委員・中学校ＰＴＡ・小学校ＰＴＡ等）
青少年 福祉部会

ぎるのはどうでしょうか？追突防止機能といったよ

（地区女性会 ）

障や不具合も生じることもあるので、過度に頼りす

保健衛生 福祉部会

快適になることは言うまでもないが、機械なので故

（民生委員・保護司）

ハイテク化が進むことは我々人間にとっては便利で

生活厚生 福祉部会

の調整を行うとのこと。

（自治振興委員 ）

メラで運転手の目の瞬きや表情をとらえ、車内温度

総務 部会

車内環境を自動的に設定できる技術が開発され、カ

活動としては
1.

5 月上旬に総会を行う。
各部会の事業報告、会計報告、本年の事業案、
予算案の報告等

2.

敬老祝寿会
9 月に。地域の 70 歳以上の高齢者を招待し
て児童による演奏、合唱、バレエ、トランポ

「地区の活動」
石川

リン、大正琴、リズム体操、フラダンス、抽

義一会員

選会を実施。
ここに八尾市外にお住まいの方もいらっしゃいます
が、今日の卓話の中で、そのような活動もされてい

3.

市民スポーツ祭

るんだなぁと思って頂ければ、と思います。

10 月に。いろんな競技を行う。地区でも子

現在、八尾市内の小学校が 26 ヶ所ございます。小学

どもの数が少なくなってきています。

4. 住民懇談会

ロ. カバー付掲示板の設置

今年は子ども達への交通教室を 7 月に行いま

今まで木造の広報板にポスターを貼っていま

した。

したが、雨濡れがあるので交換した。

5. 地域一斉清掃

ハ. ふれあいフェスタ

毎年 8 月最終日曜日に実施。昔は 1 軒、1 軒、

山本町の玉串川に金魚を放流し、それをすくい

各々が畳をあげて清掃していましたが、今は

とる事業。親子で招待。小学生が対象となる。

各町会で清掃の場所を決めて実施。
ニ. サロン“さくら”
6. 地区グランドゴルフ大会

憩いの場サロン“さくら”を毎月第 4 水曜日に

毎年 11 月に。

地区内の公民館で実施。100 円でコーヒーとケ
ーキが出ます。

7. 防災訓練
11 月に。AED、消火器、煙中訓練等。

ホ. 地域内のパトロール
軽自動車の屋根に回転灯を付け、毎日 2 時間あ

8. 声かけ運動

まり乗って巡回しています。

小学校の校門で、小学生に対し、「おはよう

月 1 回の乗車です。

ございます。」の声かけを実施。
現在、市からの要請もあり、
9. いきいきサロン

1. 要支援者の手助け

12 月に。コミュニケーションセンターに 70
歳以上の高齢者を招待。カラオケ等を実施。 2.

避難所に避難してきた人達の割り振りと配置
を前に進むべく勉強中であります。

10. 世代間交流
小学校で 1、2 年生とコマ回し、ベッタン、
羽子板、おはじき、あやとり等も行い交流を
図る。

先程述べました福祉委員会とは別にまちづくり
協議会というのがあります。
構成は福祉委員会の役員をそのまま横滑りで持
ってきています。

活動としては、
イ. 防犯カメラの設置
過去 5 年間で 15 ヶ所に設置された。

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

