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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

ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を

Rotary International
国際ロータリー会長
ロン D. バートン

●会
長：山田 哲男
●幹
事：品川 芳洋
●会報委員長：松本 浩明

＊7/31（水）ＩＭ第 4 組幹事会
第 1960 回例会

於：大阪国際交流センター ３階 会議室５

① 開会 点鐘

15：00～（120 分）品川幹事 出席予定

② ソング ｢我等の生業」
③ ビジターの紹介
④ 近隣クラブ会長・幹事挨拶
八

第 1961 回例会 8 月 2 日（金）

たかい

ひでや

かわだ

たかし

尾ＲＣ 会長 高井 榮彌 様
幹事 川田

隆 様

⑤ 皆出席祝 ５年 石川 義一会員
１年 中澤

剛会員

★例会前：8 月度定例理事会
☆8 月誕生月祝
高橋会員、堀内会員、武田会員、髙岡夫人
☆卓話「会員増強について」

⑥ 会務報告

石川

｢会長の時間｣「幹事報告」

義一会員組織委員長

◎例会後：第 2 回クラブフォーラム

⑦ 委員会報告

（会員組織委員会部門）

｢出席報告｣「各委員会」
「ニコニコ報告」
⑧ 卓話

＊8/2（金）新旧理事役員懇親会

｢創立 40 周年記念ＤＶＤ製作後記｣
池本 繁喜会員
⑨ 閉会

点鐘

池本、森下、桑田、山本事務局員

フィリピン ダウンタウンマニラＲＣ
第 35 回就任式 鈴木 40 周年実行委員長 出席
＊7/27（土）クラブ米山奨学委員長会議及び
カウンセラー研修会

登録 13：30～

18：00～
山田、品川、上田、長尾、鈴木、石川、中澤

＊7/27（土）

於：ＯＭＭビル

於：Le Noeud Papillon（ル・ヌーパピヨン）

1 号～3 号 会議室
会議 14：00～15：40

上山米山奨学委員長

参加予定

＊8/3（土）2013-2014 年度
第１回クラブ国際奉仕委員長会議
於：薬業年金会館

601 号室

登録受付 13：30～

会議 14：00～16：00

髙岡国際奉仕委員長

出席予定

出席予定

★例会場：㈱西武百貨店八尾店8階バンケットルーム ℡:072(997)0111 内線5580 ★例会日時：毎週金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 西武百貨店内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

2013 年 7 月 19 日（金）
出席報告

職業活動それ自体で社会に奉仕することが職業

例会数

会員数

出席数

出席率

第 1959 回

26 名

15 名

65.2％

第 1957 回

26 名

17 名

73.9％

備 考
出席義務免除
6 名（出 3）
補
填
2名

奉仕であることは多くの方が支持される考え方
であると思います。
それ以外に職業で得た技術や設備などを活用し
て行う活動、たとえば、発展途上国での医療提供
や出前授業、職場体験なども現在職業奉仕活動と
して認識されています。

ニコニコ箱

後者の活動はロータリーとして非常に有意義な

本年もよろしくお願い致します。

活動であると思いますが会員増強のための他の

大阪柏原ＲＣ
会長 笠井 靖彦様

団体との差別化の観点から職業奉仕活動として

幹事 三田 昌孝様

定義しない方が良いと思います。

大阪柏原ＲＣ 笠井会長、三田幹事、御訪問ありが

「信頼しあえる職業人が集まった親睦と相互扶

とうございます。

助」から始まったロータリーの歴史と他の団体に

松本浩明さん、大松さん、例会担当お世話になりま
す。

山田 哲男会員

笠井さん、三田さん、訪問下さりありがとうござ
います。

鈴木 洋会員

大阪柏原ＲＣ 笠井会長、三田幹事、暑い中、表敬
訪問御苦労さんです。

池本 繁喜会員

はない職業活動自体で社会に奉仕する考えはロ
ータリーの特長でありこれを前面に打ち出すこ
とが差別化による会員増強へとつながるのでは
と思います。
皆様はどのようにお考えでしょうか？

大阪柏原ＲＣ 会長 笠井様、幹事 三田様、お暑い
中表敬訪問ありがとうございます。
桑田 タア子会員
前回の例会欠席のお詫びです。

大橋 秀造会員

大阪柏原ＲＣ 笠井会長、ご訪問ありがとうござい
ます。

長尾 穣治会員

武田さん、入会おめでとうございます！
松本 浩明会員
早退させて頂きます。すみません…。
武田 大輔会員
ごぶさたです。約 1 年間、ご迷惑をおかけ致しま
した。

大松 桂右会員

今回合計 25,000 円

①次週 7/26（金）の例会には八尾ＲＣ様が表敬訪
問に来られます。
②明日 7/20（土）には 2013-2014 年度合同地区委
員会が開催され、我がクラブからは石川地区幹
事・ 鈴木地区研修委員＆ロータリーの友地区
代表委員・品川地区職業研修チーム担当グルー
プ委員が出席予定となっております。
③松本浩明会員がお引っ越しされ、住所変更とな
っております。新しい住所は本日配布した計画
書ファイル内の会員名簿に掲載されておりま

累計

70,600 円

すので、そちらでご確認下さい。

他に、手数料５００円のクラブやレポート提出が不
要のクラブなどもあります。
「今年度の

最後に、森下会員より詩吟同好会発足の提案がござ

クラブ運営について」

います。

山田

新たな同好会活動を通して、より一層親睦が深まる

哲男会長

ことを楽しみにしています。
我がクラブが現在抱える課題である会員維持増
強と出席率向上を実現するための下地作りとし
て今年度は親睦に重点を置いて活動してゆきた
いと考えています。

第一回クラブフォーラム報告
クラブ運営委員長

上田

郁生

そこで年度の始めであるこの時期にクラブ奉仕
部門のフォーラムで今年の親睦活動について皆

７月１９日（金）１３：４５より例会場にてクラブ

様の意見を交換していただきたいと思います。

運営委員会のフォーラムを開催しました。

主なテーマとしては
・新たな親睦同好会
・全員参加型の親睦活動の内容
・第 2000 回の記念例会の企画
・メーキャップ推奨制度の設計

松本（智）、大橋、桑田、池本、森下、鈴木、石川、
品川、上田、長尾、中澤、山田の各会員の１２名の
ご出席をいただき、詩吟同好会などの立上や全員参
加型の親睦活動、世界大会などについて活発に意見

・外部卓話者の推薦や課題

を交わしていただきました。

・ＲＣＤＭ３５周年記念式典出席

今後、皆様のご意見を元に委員会や理事会で具体的

・世界大会出席

に進めてゆきたいと思います。

になります。

皆様ご出席ありがとうございました。

フォーラムでの意見を参考に委員会や理事会で
詳細を詰めてゆきますのでよろしくお願いしま
す。

座右の銘にしたい名言集
次に、Ｅクラブのメーキャップの情報を提供させ
ていただきます。

夢・志・目標編

Ｅクラブでのメーキャップの主な形を紹介しま
す。
①会長の時間や幹事委員会報告をウェブページ
やビデオで閲覧する。
②課題に関する３００字以上のレポートを投稿
する。
③１０００円の手数料をクレジットカードで支
払う。
以上でメーキャップが完了したことを証明する
メールが届きます。

「老 いは怖くな い。目標を失うの が、
怖い ！」何のた めに長生きし たいの
か。 健康の先に 何を見たいの か。そ
の目 標がはっき りしないと、 ただの
怠け 者になって しまう。
三浦雄一郎（プロスキーヤー）
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