
★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 LINOAS（リノアス）8階 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620

★http://www.yaohigashi.org/  E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

＊百済 洋一ガバナー補佐＆

鈴木 慶一ガバナー補佐エレクト クラブ訪問

第 2153 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 第 3回クラブ協議会

・協議会 14：00～15：00 予定

（＊閉会 点鐘 14：30 に行う）

⑧ 閉会 点鐘

★例会後：第 14回ＩＭＲＤ実行委員会

＊10/19（木）

第 92 回四輪会ゴルフコンペ（ホスト：八尾ＲＣ）

於：春日台カントリークラブ

8：00 集合 8：30 スタート

高橋会員、柳会員 参加予定

第 2154 回例会 10 月 20 日（金）

☆卓話「『弘法大師！ 感動の言葉』を読んで」

池本 繁喜会員

☆11月誕生月祝   鈴木会員

☆11 月結婚記念日祝 鈴木会員

★例会後：第 15回ＩＭＲＤ実行委員会

２０１７年１０月１３日（金）第２１４０号

2017年 10月 6日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2152回 27名 17名 77.3％
出席義務免除

7名（出 2）

第2150回 27名 18名 81.8％
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

●岡部様、黄様、陣田様、本日はご訪問頂き、あり

がとうございます。最後までどうぞよろしくお願

い致します。         大松 桂右会員

●お久しぶりです。

1 年半ぶりに福家パストガバナーを通じて脳神経

外科と胃炎の検査。検査結果すべてＯＫをもらい

安心しております。      森下 慶治会員

●家内の誕生日祝、ありがとうございます。

               品川 芳洋会員



●本日は足元の悪い中、黄勉様、卓話ありがとう御

座います。

誕生日祝いありがとう御座います。

              桑田 タア子会員

●岡部様ありがとうございます。

黄さん卓話ありがとう。（就職内定おめでとう！）

                鈴木 洋会員

●黄勉さん、卓話ご苦労様です。 奥田 長二会員

●岡部様、黄様、ご訪問ありがとうございます。

同じく陣田様、ご訪問ありがとうございます。

石川 義一会員

●黄勉くん、ようこそ。     池本 繁喜会員

●今回合計 9,580円

●累計  299,580円

幹事報告

【米山奨学生特別寄付のお願い】

今月は、米山月間です。

特別寄付にご協力をお願いします。

寄付金は事務局へ渡して頂きますようお願いし

ます。

会長の時間

９月３０日(土）１９：００～ 八尾市総合体育館「ウ

イング」にて行われました、八尾市スポーツ推進委

員主催のカローリング講習会に私と高岡幹事、大橋

副会長と参加。

初めにご紹介を頂き、当クラブが行うカローリング

大会に対しましても積極的にご協力頂ける旨のお言

葉も頂戴致しました。

我々も一緒にコートづくりを行い、プレーをする中

でルールの確認等をご教示頂きました。

約２時間にわたる講習会でしたが、最後は推進委員

さんとも気さくにお話ができるようにもなり、再度

ご協力の依頼をして、体育館を出ました。

当クラブもこれから準備等が始まりますが、会員各

10 月結婚記念日祝

上田会員

10 月誕生月祝

上山会員・中澤会員

桑田会員・浅井会員

「私の留学生活」

米山奨学生

（世話クラブ 茨木ＲＣ）

黄 勉 氏

今まで約 5年半の日本留学生活で、最も感じた

のは「努力が必ず報われる」ということです。

留学生活が日本語学校から始まりました。当時

日本語能力が何よりも大事だと思って、絶対一年

以内に日本語能力試験最高資格 N１をとること

が目標でした。

最初の計画は毎日１００個の単語や１０個の

文法を覚えることと３冊の過去問をやることで

した。非常に頑張りましたが、四ヶ月後の初めて

の N１試験で 13 点の差で失敗しました。本当に

心が折れかけたと感じました。だがここで心が折

れても仕方がないので、すぐ敗因分析をして、ほ

とんどリスニングで点数が失ったとわかりまし

た。

リスニング能力が足りない原因は頭の言語シ

ステムがまた日本語に慣れていないと判断し、そ

の後の半年間、毎朝授業開始前学校の自習室で３

０分間教科書を読むことにしました。結果、半年

位には何かとご協力を

頂くことになりますが、

よろしくお願い申し

上げます。



③2018 年 3月 9日（金）かがやき全館貸出不可によ

る例会場の変更の件

例会場の件は、会長・幹事で決める。

④八尾中央ＲＣの八尾市立病院での市民啓発活動

への協力の件

10/15（日）八尾市立病院にてエンドポリオ活動報

告と市民公開講座講演が開催される。

当クラブからは、人的支援として石川会員が午

前・午後の部に参加。

⑤指名委員会発足の件

現会長・・大松会員、会長エレクト・・品川会員、

会長経験者・・中澤会員、幹事経験者・・桑田会

員、会員歴 3年以上・・高橋会員の 5名とする。

⑥山田会員休会の件

・出席義務免除届を受理。

・奉仕活動委員長については山田会員のままとす

る。大橋会員と鈴木会員がフォローする。

・例会運営担当については、例会運営委員会で代

理を決めてもらう。

・ＩＭ副実行委員長に関しては特に代理は立てな

い。桑田会員が会計として実行委員会に加入。

・プロジェクターについてはクラブでそのまま使

用可能。山田会員に了承済。幹事が山田会員に

操作方法を教えてもらう。

⑦大阪ネクストＲＣ 10周年記念式典の件

12/2（土）の記念式典に大松会長の代理で大橋副

会長と高岡幹事が出席。

⑧八尾高安薪能への支援依頼の件

今回は支援しない。

⑨ガバナー公式訪問時の質問事項について

・12/8（金）に片山ガバナーが訪問。

次回例会の幹事報告時に各会員に質問事項の

後の試験でリスニングの点数が３０点上がって、

日本に来て一年も経っていない時点でクラス中

の唯一 N１資格をとった学生になりました。

大学進学後、簿記資格をとることが目標でし

た。勉強時間を作り出すように、一限の授業があ

るかどうかを問わずできるだけ毎日 6 時半に起

きて、学校に来て勉強しました。授業と授業の間

や通学などの時間を活用し、一題でも多くの練習

問題を解くようにやって、毎日簿記練習問題の解

く時間は少なくとも 2時間以上を確保しました。

結果として、簿記三級と二級資格に合格しまし

た。

普段私はよく先生や友たちに「努力家」と言

われます。自分自身はこの評価が好きです。人生

がいくつかの段階に分けられると思います。各段

階において、責任が異なります。例えば、学生時

代とすれば、責任が勉強です。社会人になったら、

責任が仕事です。結婚して子供がいた場合、責任

が家族です。段階が違っても、共通のものは努力

だと思います。今まで培ってきた努力の精神をさ

らに活かしていきたいと考えています。

10 月度定例理事会報告

幹事：高岡 正和

●日 時：2017 年 10月 6日(金)

例会後 14：45～15：45

●場 所：かがやき ミーティングルーム

●出席者：理事役員 6名

案件：

①会計報告 9月分

理事会承認済。会費全て入金済。

銀行残高証明と帳簿を確認。特に問題なし。

②新入会員推薦の件

理事会承認済。各会員へ郵送で通知。

問題なければ 10/27（金）入会式を行う。



提出を告知。期限を決めて回収する。

・ガバナー公式訪問例会出席前の懇談会の出席会

員は、大松会長・品川会長エレクト・大橋副会

長・高岡幹事の 4名。場所は『かがやき』地下

1Ｆミーティングルーム 12：30～13：30 で行う。

⑩野球同好会への補助金の件

金額は 18万円で決定済。10/27（金）に贈呈。

⑪その他

・事務局住所変更および封筒の発注の件

リノアスへ住所を統一。地区への連絡及び住所

印、封筒、ホームページなど旧住所掲載分は全

て変更。

・2018-2019 年度地区委員会出向者推薦のお願い

次回例会幹事報告時に各会員にその主旨を説

明。会長・会長エレクトで推薦者を選出。

・幹事の例会時間外の駐車料金について

  幹事については、事務局への訪問及び例会前の

早出が多いため、例会時間（1時間）を除く『か

がやき』・『リノアス』の駐車料金については、

クラブより幹事へ支払う。

以上

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB


