
★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 2149 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 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑤ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑥ 「ロータリーの友」紹介

谷村 政哉広報・雑誌委員長

⑦ 卓話

｢大阪弁も「世代交代」変わりゆく大阪言葉」

桑田 タア子会員

⑧ 閉会 点鐘

★例会後：第 10回ＩＭＲＤ実行委員会

＊9/9（土）第一回クラブ社会奉仕委員長会議

於：大阪府社会福祉会館

登録 9：30～ 会議 10：00～11：50

大橋 秀造社会奉仕委員長 出席予定

＊9/15（金）は定款による休会

第 2150 回例会 9月 22 日（金）

☆卓話なし

☆第 2回クラブフォーラム

        会員組織委員会部門

           中澤 剛会員組織委員長

★例会後：第 11回ＩＭＲＤ実行委員会

２０１７年９月８日（金）第２１３６号

2017年 9月 1日（金）

出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2148回 27名 19名 82.6％
出席義務免除

6名（出 2）

第2146回 27名 18名 78.2％
補    填

0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

●石川委員長、本日のＩＭＲＤ全体打ち合わせ、ど

うぞよろしくお願い致します。 大松 桂右会員

●森下くん、誕生日おめでとう。 池本 繁喜会員

●浅井さん、例会運営ありがとうございます。

山田 哲男会員

●秋の気配に感謝して！      鈴木 洋会員

●誕生日お祝いをいただいて。

先週欠席のお詫び。      森下 慶治会員



●妻の誕生日祝、ありがとうございました。

               大橋 秀造会員

●今回合計 5,000円

●累計  264,000円

幹事報告

本日は特にございません。

会長の時間

本日は、ＩＭＲＤ全体打ち合わせです。

今日まで石川委員長を中心に実行委員会として、協

議等を何度も重ねてきました。

まだまだ詳細については打ち合わせを重ねていかな

ければなりませんが、現時点において大筋の流れが

見えてきたように感じます。

他クラブの確認事項だけでなく、海外のＲＣへの確

認事項もあり、調整に要する時間や手間がどうして

も増加します。

とはいえ、組織編成前の第４組の最後の IMRD でもあ

り、ホストクラブとしては参加クラブに喜んでいた

だけるようなＩＭＲＤにしなければなりません。

本日の全体打ち合わせを通じて共通認識を持ち、会

員各々が実行委員長であるといったような感覚で今

後の計画づくりへとご協力頂きますようお願い致し

ます。

第２回 ＩＭＲＤ（2018/4/14）に

向けた進捗状況の報告

ＩＭＲＤ実行委員長 石川 義一

ＩＭＲＤに向かって、実行委員会をほとんど毎回

例会後に会議を行っています。実行委員会の構成

は、大松会長、高岡幹事、副委員長の中澤会員、

同じく副委員長の山田会員、そして委員長の石川

の 5名です。

本題に入りますが、この 7 月下旬にＲＩ第 2660

地区のＩＭ４組の 9 クラブに各クラブの海外姉

妹クラブを呼んでいただいて、短時間ではありま

すが、海外からみた日本からの国際奉仕というこ

とについてお話しを頂きたいと思っていまして、

依頼の手紙を送付いたしました。送付しましてか

ら１ヵ月丁度ぐらいですが、各クラブの状況を知

りたいと私たちは思いまして、４組の各クラブの

幹事に電話にて状況を伺いました。

内、8クラブ中 2クラブは厳しいようです。残り

6クラブは前に進めて頂いているようです。9月

中旬ごろに手紙で、前進状況を問い合わせたいと

思っています。（残り 1クラブには打診中であり

ます。）

6クラブは前に進めて頂いていますが、その中で

も、姉妹クラブが 2つあり、どちらへも連絡中と

の返事もあり、予想では招待クラブが 8つとなり

ます。又、時間的にも持ち時間が 1人 20分にし

ても計 160 分（2時間 40 分）要します。

当初予定していた「国境なき医師団」の講演も時

間を取れませんので、中止せざるをえません。

従来から各担当クラブが主催されていました懇

親会は止めることもすでに決定しています。懇親

会の代わりに、各出席者にコーヒー等の飲み物、

9 月誕生日祝

森下会員

9 月結婚記念日祝

高橋会員・山田会員



9 月度定例理事会報告

幹事：高岡 正和

●日 時：2017 年 9月 1日(金)

例会後 14：40～15：15

●場 所：かがやき ミーティングルーム

●出席者：理事役員 7名

案件：

①会計報告 8月分

理事会承認 OK。出納帳についての説明。

九州豪雨災害義捐金については、募金¥21,525、

ニコニコより¥28,475 の合計¥50,000 を送金。

当クラブ分 IMRD 登録料¥182,000（¥7,000×27

名）を IMRD 用口座へ入金。IMRD 口座について

は当クラブの会計とは別、IMRD 会計の桑田会員

で管理。

②会費未納者の件

8 月末現在、1 名未入金。推薦者より再度連絡

してもらう。

③子どもの居場所づくり（八尾市まちなみセンタ

ー）への協力金の件

協力金¥50,000 に決定。

④高校生が取り組む事業への協力金の件

協力金¥50,000 に決定。

⑤アールブリュットへの協力金の件

今年度（2017-18 年度）の協力金については下

半期に決める。金額については奉仕活動費用の残

金を充当。

今年開催するアールブリュット展覧会（9/28～

10/1）へは、9/29（金）例会後にクラブで訪問。

大松会長が挨拶。

⑥八尾中央ＲＣから依頼の件

10/15（日）八尾市立病院での市民啓発活動への協

力については、人的支援のみで資金援助は行わな

い。

⑦2019 年規定審議会 立法案提出について

会員からの立法案提出なし。

⑧新入会員推薦の件

理事会確認 OK。会員増強委員会へ回付する。

職業分類については、大分類：＜6.サービス＞に

中分類：9.物流・倉庫、小分類：倉庫を新設する。

⑨My Rotary 登録の件

地区からは今年度登録者数 50％を目標に掲げて

いる。自クラブでは、山田会員のみ登録済。山田

会員以外の会員は未登録の為、理事会メンバーの

鈴木会員・大松会員・中澤会員・高岡会員の 4 名

を取り急ぎ登録。状況見ながら他会員にも登録す

るよう促す。

⑩指名委員会発足の件

指名委員会のメンバーについては選定中。決まり

次第連絡。

⑪東大阪新聞購読の件

購読はしない。

以上

ケーキ等を出す案も出ています。

招待の海外の姉妹クラブ様が来られる際に随行

として来られた時に、何かイベントを考える必要

もあるかもしれません。

実行委員会で話し合っていきたいと思います。

以上
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