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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 2154 回例会

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 10 月 13 日（金）
出席報告

① 開会 点鐘
② ソング ｢奉仕の理想」
③ ビジターの紹介

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2153 回

27 名

16 名

76.2％

第 2151 回

27 名

17 名

73.9％

④ 会員及び会員夫人誕生月祝 鈴木会員

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
1名

⑤ 会員結婚記念日祝 鈴木会員
ニコニコ箱

⑥ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」

ご訪問ありがとうございます。本日のクラブ協議

⑦ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑧ 卓話 「『弘法大師！ 感動の言葉』を読んで」
池本 繁喜会員
⑨ 閉会

●百済ガバナー補佐、鈴木ガバナー補佐エレクト、

会、よろしくお願い致します。 大松 桂右会員
●百済ガバナー補佐、鈴木ガバナー補佐エレクト、
本日はご訪問ありがとうございます。途中退席さ
せて頂きます。

点鐘

長尾 穣治会員

●百済洋一ガバナー補佐、鈴木慶一ガバナー補佐エ
＊例会前：第 1 回指名委員会

レクト、クラブ訪問ありがとうございます。
桑田 タア子会員

＊例会後：第 15 回ＩＭＲＤ実行委員会

●百済ガバナー補佐様、鈴木ガバナー補佐エレクト
様、ご訪問ありがとうございます。本日の協議会
をよろしくお願いします。
第 2155 回例会

10 月 27 日（金）
じん だ

まさと

☆新入会員入会式 陣田 匡人 新会員
☆卓話「日本の高速道路」高橋 広一会員

石川 義一会員

●百済様、鈴木様、訪問下さりありがとうございま
す。協議会よろしくお願いします。鈴木 洋会員
●百済ガバナー補佐、鈴木ガバナー補佐エレクト、
訪問ご苦労さまです。ご指導の程よろしく頼みま

＊例会後：第 16 回ＩＭＲＤ実行委員会

す。

池本 繁喜会員

★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 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

●本日協議会のため、百済ガバナー補佐、鈴木ガバ

を満たす要件としては下記になります。

ナー補佐エレクト、ご訪問有難うございます。
森下 慶治会員

【推薦者の満たす要件】
・クラブの瑕疵（かし）なき正会員で 3 年以上

●今回合計

6,000 円

の在籍者
・ホームクラブの例会および行事や事業に積極

●累計

305,580 円

会長の時間

的に出席している者
・委嘱された地区委員の職務を、熱意をもって
遂行する意思と能力を有する者
・将来のリーダーとして有望な者

本日は、百済ガバナー補佐と鈴木ガバナー補佐エレ
クトをお迎えしてのクラブ協議会です。
当クラブの主な事業については、４５周年記念事業
の「カローリング大会」やＩＭＲＤのホストとして

上記要件を満たす会員がいれば、現会長と会
長エレクトが相談のうえ推薦したいと思い
ます。

の計画準備等があります。

第 3 回クラブ協議会報告

また、その他の事業やクラブ運営全体についても、

幹事

せっかくの機会ですので、充実したクラブ協議会と

高岡

正和

なるようにお願いします。
また、昨日は当クラブがホストとしての四和会が開

●日

時

：2017 年 10 月 13 日（金）
14：00～15：00

催され、各クラブよりの現況報告等、様々な意見交

於

換もなされ、かつ懇親も深める事ができたと思いま

かがやき地下 1 階
ミーティングルーム

す。
●委員長欠席：

幹事報告
①片山ガバナー訪問に伴う、質問事項について

・プログラム・会報

安田会員→代理 堀内会員

・会員増強

上田会員→代理 中澤会員

・職業奉仕

品川会員→代理 森下会員

12/8（金）に片山ガバナーが公式訪問されます。 ・奉仕活動
各会員、片山ガバナーに対しましてご質問等あり ・青少年奉仕

山田会員→代理 鈴木会員

ましたら 10/31（火）までに事務局までご連絡を ・国際奉仕
・米山奨学会
お願いします。

辻盛会員→代理 鈴木会員

②2018-19 年度（次年度）地区委員会出向者推薦の

●司会進行

松本会員→代理 大橋会員

柳 会員→代理 鈴木会員

高岡幹事

お願い

◎開会の辞

大松会長

2018-19 年度、地区委員会の出向者を募集の連絡が

◎クラブ現況

高岡幹事

きています。地区委員会は、クラブの活動や運営

・会員数：27 名

を支援すると共に、委員会活動を通してロータリ

会員数 7 月 1 日は 26 名でスタート。7 月 7

アンが将来のリーダーとしての豊かなスキル、経

日に 1 名入会で現在 27 名。10 月中にもう

験、熱意を育むことを目的としています。推薦者

1 名入会予定。

・会員平均年齢：61.3 歳

【各委員会報告】

・出席率：上半期出席率は、7 月 75.8％、8

＜クラブ運営委員会＞

月 76.8％、9 月 78.9％と 80％を切ってい

・ 例会運営⇒計画書通り

ます。出席率 80％を目標にしていますの

・ 親睦活動⇒計画書通り。

で、ご多忙とは思いますが、例会に出席し

・ プログラム・会報⇒計画書通り。

て頂きますようお願いします。
・西武百貨店八尾店の閉店に伴い、今年度よ

＜会員組織委員会＞

り例会場が生涯学習センター『かがやき』

・ 会員増強（職業分類）⇒計画書通り

に変更。

・ 会員研修・情報（会員選考）⇒計画書通り。
10 月新入会員入会してから情報集会を開催。

【本年度の奉仕活動】

・ 広報・雑誌⇒計画書通り

①カローリング大会の開催。地区補助金を含
めての約 110 万円の事業。来年 5 月もしく
は 6 月開催予定。

＜職業奉仕委員会＞
⇒計画書通り

②今年度も『アールブリュット展覧会』を支
援予定。具体的金額は未定。

＜奉仕活動委員会＞

③高校生が中心となって行っている学習支

・社会奉仕⇒計画書通り

援事業に 5 万円、子供の居場所づくり事業

・環境保全⇒計画書通り

に対して 5 万円の協力金を援助。

・青少年奉仕⇒計画書通り
・ 国際奉仕⇒計画書通り。ＩＭＲＤにはベンチ
ュラ様が参加。ダウンタウンマニラＲＣとの

【親睦事業】
①2017 年 11 月 17～18 日で岡山県津山市へ
の親睦旅行を開催予定。
②昨日（10/12）に日航ホテル大阪にて八尾
東ＲＣがホストクラブとなり四和会を開

共同事業については、高校の総代生に対して
の支援をする予定。
・Ｒ財団⇒計画書通り
・米山奨学⇒計画書通り

催。
＜会場監督・ＳＡＡ＞
・2018 年 4 月 14 日（土）に八尾東ＲＣがホ

⇒計画書通り

ストクラブでシェラトン都ホテル大阪に
てＩＭＲＤを開催。

＜ＩＭ実行準備委員会＞
テーマは海外から見た日本の国際奉仕。ＩＭ４

◎会計予算

鈴木会員

⇒当初、会員数 25 名の予算案から 27 名へ訂

組各クラブに対して案内文を送る。
5 クラブは返答有で 3 クラブは現段階で未返答。

正。奉仕部門の予算金額を増額。ＩＭＲＤ

未返答のクラブへは確認する。

で金額が不足した場合は、奉仕部門予備費

ＩＭＲＤのスケジュール作成及び担当者を決め

より最大 50 万補填する。

ていく。

百済ガバナー補佐エレクトからの講評
・ガバナー補佐とは、各クラブの問題点・要望な
どをガバナーに連絡する役目である。
・各委員、活動計画をもとに活発に活動するよう
に会員全員参加で頑張って頂きたい。
・ＩＭ編成の件。次年度より大阪なにわ 20 名・
大阪南 166 名・大阪難波 57 名・大阪御堂筋本町
49 名が加入。会員数 600 名以上の大所帯の組に
なる。
・公共イメージの向上、My ロータリーの登録をお
願いします。My ロータリーについては、国際ロ
ータリーより最新情報掲載。いろいろな活動内
容が閲覧できる。
・地区のＨＰを改訂しています。いろんな資料、
書類がダウンロードできるので利用して下さ
い。また、各クラブの活動内容も閲覧できます。
・米山奨学生・Ｒ財団の寄付も宜しくお願いしま
す。
・魅力のある・個性のある・元気のあるクラブ作
りを心掛けて下さい。

◎閉会の辞

大橋副会長

以上

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

