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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

☆10 月誕生月祝
第 2151 回例会

浅井会員、上山会員、桑田会員、谷村会員

① 開会 点鐘

中澤会員、浅井夫人、木村夫人、品川夫人

② ソング ｢我等の生業」

高橋夫人
☆10 月結婚記念日祝

③ ビジターの紹介
④ 皆出席祝

13 年

上田会員、柳会員

＊例会前：第 13 回ＩＭＲＤ実行委員会

山田 哲男会員

★例会後：10 月度定例理事会

⑤ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」

＊10/12（木）

⑥ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

◆四和会（ホスト：八尾東ＲＣ）
於：日航ホテル大阪

⑦ 卓話 ｢子どもの居場所づくり｣

４階 「藤」

受付：17：30～ 四和会：18：00～20：00

NPO 法人 寺内町久宝寺
久宝寺寺内町まちづくり推進協議会
かさ

大松会長、大橋副会長、高岡幹事、

ひさ え

山本事務局員

広報 笠 久恵氏

出席予定

⑧ 社会奉仕活動 協力金 贈呈
⑨ 閉会

点鐘

2017 年 9 月 22 日（金）
出席報告

＊例会前：第 12 回ＩＭＲＤ実行委員会
★例会後：アールブリュット展覧会へ
（＊赤のクラブブルゾン着用）

第 2152 回例会

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2150 回

27 名

18 名

81.8％

第 2148 回

27 名

19 名

82.6％

備 考
出席義務免除
6 名（出 1）
補
填
0名

ニコニコ箱

10 月 6 日（金）

●西田様、ご訪問ありがとうございます。

☆卓話「私の留学生活」
こう べん

米山奨学生 黄 勉氏（世話クラブ：茨木ＲＣ）

中澤委員長、本日のフォーラムよろしくお願い致

＊同行者：地区米山奨学委員会

します。

おかべ

岡部

のりまさ

副委員長

倫正氏（大阪城南ＲＣ）

●なんとなく！

大松 桂右会員
鈴木 洋会員

★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

●去 9 月 6 日、父が 94 歳の天寿を全うし永眠いたし

会員はロータリアンであることの自覚と責任を

ました。お花と多くの弔電を頂き、ありがとうご

知り、ロータリーの理念、規律を理解し、品位の

ざいました。

向上を図るように努める。会員に推薦された全て

引き続き介護 2 の母親のサポートをしたいと思い
ます。よろしくお願いします。 坂原 守哉会員
●山本さん、ご子息の活躍で東大寺学園優勝、家族
でＴＶ応援しました。おめでとうございます。
池本 繁喜会員
●欠席ばかりで申し訳ございます。長尾 穣治会員

の者を個人的な面から検討して、その人格、職業
および社会的地位並びに一般的な適格性を徹底
的に調査しなければならない。そして全ての申し
込みに対する委員会決定を理事会に報告しなけ
ればならない。入会後１～３年間の新会員へのオ
リエンテーションおよびロータリーの綱領・歴
史・諸活動に関する情報を提供する。
３．広報・雑誌委員会

●今回合計

13,000 円
世界の仲間の集いを大切にし、地域社会の理解と

●累計

286,000 円

高校生の事業へ 協力金贈呈

信頼を高めるために、広く広報することに努め
る。また、ロータリーの友誌に対する会員の関心

会長の時間

を喚起し、クラブの例会時に毎月雑誌の簡単な紹
介を行う。

本日は「会員組織委員会」部門のクラブフォーラム

幹事報告

です。つきましては、当クラブの細則を十分理解し
て充実したフォーラムとなるようにお願い致しま
す。

①10/13（金）第 3 回クラブ協議会がございます。
百済ガバナー補佐、鈴木ガバナー補佐エレクト

八尾東ロータリークラブ細則

もご来訪されますので欠席しないようにお願
いします。尚、各委員長の方は７月～９月の活

第１０条、第４節

動状況（活動計画書・報告書）を 9/末までに

会員組織委員会。

事務局へ提出をお願いします。

会員の規律正しい行動とロータリーの綱領に基づく
充実した活動を指導、育成し、互いに内外の信頼を
高め、広く発展を図るものとする。

②9/29（金）例会後に八尾プリズムホールで開催
していますアールブリュット展覧会に伺いま
す。赤のブルゾンを着用しますので忘れないよ

１．会員増強委員会
誠の仲間を友情と信頼を持って迎えることに努め、

うにお願いします。
③高安薪能が下記日時・場所でございます。

ロータリーの発展を図る。特にクラブ充填、未充填

鑑賞される方はお願いします。

職業分類表を検討して、未充填分類の充填を図るた

【高安薪能】

め、適切な人物の氏名を理事会に推薦するように努

日時：平成 29 年 10 月 9 日（月・祝）

めなければならない。

17：00～19：00
場所：玉祖神社境内（八尾市大字神立 443 番地）

２．会員研修・情報委員会（会員選考を含む）

また、高安と能楽の関わりを探る講座も 13 時

～（第１部）、15 時～（第 2 部）からございま

今期の活動にも取り入れ、魅力ある、より良い八尾

す。

東ＲＣとなるよう、皆様のご協力をお願いいたしま

詳細は配布しましたチラシをご確認ください。 す。
④カローリングについての研修会等のご案内

会員研修・情報部門についての提案

下記日程・場所で研修会等がございます。

・過去、炉辺会合という集まりがあったので、復活

ご参加いただける方はお願いします。

してはどうか？

●スポーツ推進委員会によるカローリングの

→桑田委員長より本年度の活動計画に挙げてい

研修会

るように情報集会として親睦会も兼ねて実施

日時：9 月 30 日（土）19：00～

を検討しているとの事

場所：八尾市総合体育館『ウィング』
（八尾市青山町３－５－２４）

・地区の委員会や研修に参加した後の報告がないの
はいかがなものか？

●NPO 法人自立センターやお主催のカローリン

本当に出席しているのかさえも不明に思えてし

グ大会

まう

日時：11 月 25 日（土）9：30～15：30

☆→当クラブを代表して出席しているので、今後

場所：八尾市立障害者総合福祉センター

は、例会の委員会報告の時間で報告する事を

『きずな』（八尾市南本町８－４－５）

必須とする（これは、会員の義務である）
また、万が一、担当委員が、地区行事に出席

⑤2660 地区より九州北部豪雨災害義捐金のご協

できない場合は、その担当委員会の中で代理

力お礼の手紙

出席をする事。それもかなわない場合は、他

2660 地区で協力して頂いた義捐金ですが 2700

の会員が代理出席をするように。

地区へ２度に分けて合計 5,033,251 円を送金。

代理出席でも同様に報告必須

3 回目は 9 月下旬を予定しています。2700 地区
から義捐金は 8/12 までに 33,000,000 円を超

・月１回程度でもミニ情報を発信してみてはどう

え、8 月末には取りまとめて「日本中のロータ

か？

リアンの皆様から」として、福岡県知事にお渡

→情報委員から指名された会員が、ロータリーに

しする予定。

ついて調べたものを例会で発表するというよ
うな事を実施する

⑥緑等の羽根募金の羽根ですが、名札及び席札に
貼付しない様お願いします。剥がした時に糊の

広報部門についての提案

粘着が残ります。名札・席札のケースについて

・今年度の奉仕事業であるカローリングをクラブ外

は使い回しをしますのでご協力よろしくお願

に向けて広報してみては？

いします。

→

織等への告知等々、谷村委員長に可能性のあ

第二回クラブフォーラム報告
会員組織委員長
中澤

剛

下記、提案に基づき、有意義な意見交換ができま
した。

友誌への寄稿、ＨＰへの掲載、協力企業や組
る広報場所や方法を提案し、少しでも広報活
動を強化する。
以上

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

