
★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

第 2157 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 会員結婚記念日祝  陣田会員

⑤ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑥ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑦ 卓話 「財団プログラム：

ポリオ撲滅活動について」

        上山 惣太Ｒ財団委員長

⑧ 閉会 点鐘

★例会後：第 18回ＩＭＲＤ実行委員会

＊11/24（金）ＩＭ第４組会長・幹事会

於：シェラトン都ホテル大阪 3階「伊勢の間」

18：00～20：00

大松会長・高岡幹事・石川ＩＭＲＤ実行委員長

出席予定

第 2158 回例会 12 月 1日（金）

☆卓話なし

☆第 3回クラブフォーラム

        社会奉仕委員会部門

          大橋 秀造社会奉仕委員長

☆12月誕生月祝

石川会員、森田会員、陣田会員、坂原夫人

☆12月結婚記念日祝 谷村会員

＊12/2（土）

大阪ネクストＲＣ 創立 10周年記念式典

於：太閤園 2階 「ゴールデンホール西」

祝宴 ｢浪速の間｣

第一部記念式典 10：30～

第二部祝宴 12：00～13：00

大橋副会長・高岡幹事 出席予定

２０１７年１１月２４日（金）第２１４４号

2017年 11月 17日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2156回 28名 13名 59.1％
出席義務免除

7名（出 1）

第2154回 27名 19名 86.4％
補    填

1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！



幹事報告

グレン＆千杯・田中作次旗 第 14 回ロータリー

選抜野球大会の報告について

野球同好会ですが、日立北ＲＣがホストクラブ

として 11/10（金）～12（日）に茨城県日立市

で開催されました選抜野球大会で優勝するこ

とができました。

最優秀選手賞は陣田会員、優秀選手賞は堀内会

員が選ばれました。

会員皆様のご声援と選手たち満身創痍の中、チ

ーム一丸となって掴んだ優勝だと思います。

本当にありがとうございました。

来年は我が八尾東ロータリークラブがホスト

クラブとなります。

各会員様にはご協力頂く事が多々あるかと思

いますがどうぞ宜しくお願いします。

【回覧】

① 国際ロータリー第2660地区 2020-2021年度

ガバナー選出についてのご通知について

（第 2660 地区ガバナー事務所より）

② 国際ロータリー第2660地区 地区大会のお礼

について（第 2660 地区ガバナー事務所より）

③ 『市民啓発活動への支援』活動結果報告につ

いて（八尾中央ＲＣより）

④ ガバナー月信 11月号

会長の時間

グレン＆千杯・田中作次旗 第 14回選抜野球大会で

の優勝、誠におめでとうございます。当日は地区大

会と日程が重なり、応援に行けませんでしたが、本

当にお疲れさまでした。

また、２日間にわたって開催されました地区大会に

おきましても、充実した内容で、特に晩餐会におい

ては大変良かったという声を沢山聞きました。地区

大会に出席されました会員の皆様もお疲れさまでし

た。

本日は当クラブがホストとなっておりますＩＭＲＤ

の全体打ち合わせですが、スムーズに運営ができる

ように、各会員にはこれからもご協力頂きますよう

よろしくお願い致します。今回の全体打ち合わせに

て決定しました内容を以って、２４日に開催されま

す IM第４組の会長幹事会に臨みたいと思います。石

川実行委員長、高岡幹事におかれましては、どうぞ

よろしくお願い致します。

また、本日の例会後、親睦旅行に出発しますが、さ

らなる親睦を深めて頂き、旅の安全をお祈り致しま

す。

●野球同好会の皆様、優勝おめでとうございました。

これからのガンバッて下さい。

本日のＩＭＲＤ全体打合わせ、どうぞよろしくお願

いします。           大松 桂右会員

●親睦旅行欠席のお詫びとして。  大橋 秀造会員

●親睦旅行、お世話になります。  奥田 長二会員

●今回合計 3,000円

●累計  329,580円

第 3 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

来年の 4 月 14日のＩＭＲＤまで 5 ヶ月余りとな

りました。これまで例会日に実行委員会の皆様に

集まって頂き、会議を重ねてまいりました。あり



がとうございます。

まず、ＩＭＲＤ実行計画案でありますが、本日出

席の皆様にお渡ししています3枚の資料の 1ペー

ジ目に記載のように、当日受付が 12：30～13：00、

ＩＭＲＤ開催時間が 13：00～17：00 となります。

開会式の内容も確定次第、皆様に報告致します。

姉妹クラブのプレゼンテーションにつきまして

は、当クラブの姉妹クラブでありますダウンタウ

ンマニラＲＣを含めて5クラブからのご回答を得

ています。今後は最終の確定をしなければなりま

せん。

今回のＩＭＲＤでは前回まで行われて来ました

懇親会を、懇親会への参加者が少なくなってきて

いましたので、取りやめようと決定致しました。

その費用で、休憩時にティータイムとして、コー

ヒーを出します。

それとは別に全会員（欠席者含む）、またオブザ

ーバーとして参加された方々にも記念品（箱入り

のボールペン）を進呈させて頂きます。

次に、ＩＭ４組のクラブ代表によるパネルディス

カッションについてですが、各クラブの代表の方

に出て頂き、ディスカッションして頂きますが、

先に述べました姉妹クラブの代表によるプレゼ

ンテーションのクラブが5クラブより減った場合

には 10 クラブのディスカッションの時間を増や

したいと思っています。

資料の1ページ目の備考もこれから進めていかな

ければなりません。

資料 2ページ目も概略予算案ですので、今後修正

もあると思います。

資料 3ページ目はアドバイスを頂いたように、右

側にどの部門、委員会が担当なのかを記入してい

きます。

資料4ページ目の担当表のチーフのところが重複

担当となっているところも修正していきます。

今後も進捗報告会を行っていきますので、皆様か

らの進言、協力をよろしくお願いします。

11 月度定例理事会報告

幹事：高岡 正和

●日 時：2017 年 11 月 17 日(金)

例会前 9：30～10：20

●場 所：かがやき ミーティングルーム

●出席者：理事役員 7名、オブザーバー1名

（案件）

①会計報告 10月分

順調に推移している。

②陣田新会員の所属委員会の件

所属委員会・・・例会運営委員会の高橋会員・

山田会員の組に入れる。

ＩＭＲＤ担当・・ＳＡＡ及び会場設営と舞台設営

③ガバナー公式訪問時の質問事項について

各会員からの質問事項は特になし。

④国際奉仕の件

ダウンタウンマニラＲＣと共同で総代生への奉仕

事業をする。予算は 20万円。

式典の日程は、ＩＭ４組ＲＤの次週に行う予定。

ダウンタウンマニラＲＣが水と衛生の奉仕事業で

ＲＩに申請中。申請が通れば八尾東ＲＣにも協力

してほしいとの事。奉仕金額としては 10万円で検

討。（当初の国際奉仕事業の予算 20万円とは別）

⑤ＩＭＲＤ当日（2018 年 4 月 14 日）の移動例会の

件

シェラトン都ホテル大阪で準備等あるので集合は

10：00、当日のＩＭＲＤ打合せ例会を 10：30～11：

00 で行う。

⑥指名委員会より次年度理事役員候補の件

次ページ、中澤指名委員長からの報告の通り



⑦その他

特になし。

【報告事項】

a.地区委員選出の件

堀内Ｒを推薦済

b.2018 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

山徳で 12：30～13：30 に例会を開催。予約済

c.2018 年 2 月 23 日 45 周年記念例会の件

人数 30～40 名で各ホテルの見積もりをとり、会

計の鈴木会員に相談の上で各会員自己負担額を

決める。

時間帯は 18：00～20：00を予定。家族例会をす

るかは会長・幹事で決める。

d.事務所の諸経費として今月より新たにごみ処理

費が発生。￥2,000+税＝￥2,160

以上

                               

次年度役員理事の件

指名委員長 中澤 剛

次年度の役員理事が下記の通り指名され、11/17

（金）の理事会にて承認されましたので、お知ら

せ致します。

  

会長ノミニー

（2019-20 年度会長候補者）
長尾 穣治

2018-19 年度 役員・理事候補者

クラブ運営委員長・会場監督

・副会長 理事・役員
桑田タア子

幹 事 理事・役員 堀内 伸也

会 計 理事・役員 石川 義一

職業奉仕委員長・会長エレクト

理事・役員
長尾 穣治

会員組織委員長（直前会長）

理事・役員
大松 桂右

奉仕活動委員長 理事 辻盛 英一

理 事 鈴木 洋

☆品川 芳洋 2018-19年度会長は昨年12月

の年次総会においてに承認済です。


