
   

 D2660   東大阪東ロータリークラブ 

   HIGASHIOSAKA-EAST ROTARY CLUB 
 

 

 

例会場：ホテルセイリュウ  例会：毎週木曜日 12:30～  HP：http://www.higashiosaka-eastrc.jp  

会長：田中 哲男 ／ 幹事：大塚 俊彦 ／ 会報資料担当：梶本 高久 

 

 

■ 卓話 

 「私の仕事と包装資材の 

        リサイクル」 

石田  肇 君 

 

■ 今日の歌 

「君が代」 

「四つのテスト」 

ピアノ 岩島 佳子 先生 

 

 

■ 例会前 9月度定例理事会 

 

■ 例会後 決算・予算報告会 

 

 

■ 9月14日（木） 

片山 勉ガバナー公式訪問 

 卓話 

「2017-18年度ＲＩ会長テーマ及び 

 第2660地区ガバナー方針」 

 国際ロータリー第2660地区 

 ガバナー 片山  勉 様 

 

■ 例会後 第1回指名委員会 

 

 

9月は 

 基本的教育と識字率向上月間・ 

ロータリーの友月間 です 

 

 

先週（8/31）休会 

（8/24）の出席者数：38名（3）名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ 2名：国際ﾛｰﾀﾘｰ第2660地区 

ＩＭ第4組ガバナー補佐 

百済 洋一 様 

ＩＭ第4組ガバナー補佐エレクト 

         鈴木 慶一 様 

ｹﾞｽﾄ 1名：米山奨学生 施 志宇 君      

8/24 ＨＣ出席率：76.00％ 
※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数 

会員：61名（免除14名） 

 8/10 8/17 8/24 

HC出席 公休 31(2)名 38(3)名 

MU出席  12(2)名 3(0)名 

修正出席率  84.31％ 82.00％ 
 

 

               田 中 会 長  

9月に入りました！就任後やっと２ヶ月が過ぎたところですが、本番はこれからであります。9月14日には片山 勉

ガバナーが我々のクラブにお越しになります。地区代表幹事 塩谷眞治（しおたに しんじ）様と地区幹事 小高得

央（こたか のりお）様お二人を御同行されます。ガバナー卓話を御準備していただいておりますし、例会前にはガ

バナー懇談会を事務局にて行っていただく予定であります。我がクラブと致しましては、役員の皆様に出席していた

だき、懇談会が有意義に進められるように準備を致しております。 

例会場におきましては、ガバナー卓話を従来通りＰＭ13：00より始めていただきますが、今回は我がクラブの一部の

委員会委員長よりＰＭ12：45～50分頃のタイミングでガバナーに直接の質疑応答をしていただきます。 

もちろん片山ガバナーにはその旨を前もって質問内容ともどもお伝えしております。（短時間ではありますが）私とし

ましてはやはり、例会場にて全会員の前で臨場感のある質疑応答のやりとりをしていただく方が、より片山ガバナー

に皆さんが親近感をもっていただけるのではと考えましたので、御理解の程をお願い致します。 

 今週の日曜日（9月10日）は秋の家族会であります。高野山へバスツアーを予定しております。親睦委員会の皆様

には大変お世話になりますが、宜しくお願い致します。 

 9月 28日には今年度 我がクラブが担当クラブになっております 2017～2018年度 東輪会合同例会がシェラトン

都ホテル大阪４階「浪速の間」にて行われます。11時半登録受付・13時点鐘です。北川実行委員長をはじめ吉川副委

員長・表パスト会長・大塚幹事・私自身が東輪会４クラブにすでに訪問し御挨拶・御案内を行ってきました。まだま

だ、色々と手配・準備の必要な事も残っておりますので、会員全員の皆様のご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。 
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先週の出席報告(8/24) 

   

 

会 長 の 時 間 

『ロータリアンとしての優しさを大切にしクラブを愛する心をもとう』 
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大 塚 幹 事 

≪これからの予定≫ 

【１】 本日、例会後、決算・予算報告会 

【２】 本日、例会後、事務局にて広報委員会 

【３】 9/9（土）第1回クラブ社会奉仕委員長会議（戸

田社会奉仕委員長出席） 

【４】 9/9（土）ローターアクト・青少年奉仕正副委

員長合同会議（溝畑Ｒ財団第3ゾーンコーデ

ィネーター補佐、山村青少年奉仕委員長出席） 

【５】 9/14（木）ガバナー公式訪問。全会員の参加

をお願い致します。例会後、第1回指名委員

会 

＜連絡事項＞ 

【１】 9/10（日）秋の家族会にご参加の皆さまは、

午前7時40分に新石切イーストホーム前にご

集合下さい。時間厳守でお願い致します。 

 

 

 

 

◎Ｒ財団委員会            井上委員長 

この度、川口会員、水谷会員、山田会員、北埜会員、

山村会員、大塚会員、戸田会員にご協力いただきまし

た。有難うございました。9月のレートは109円です。

皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 

◎青少年奉仕委員会       岡田米山奨学担当 

この度、溝畑会員に第10回米山功労者メジャードナー 

にご協力いただきました。有難うございました。皆様

の 

ご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

「ロータリー米山記念奨学会 財団創立 50 周年

記念」 

世界米山学友による感謝in熊本 参加報告 

   第 2660 地区学友委員長 溝畑正信（東大阪東

RC） 

 

 

 2017年8月26日（土）、ANAクラウンプラザホテル

熊本ニュースカイ（熊本市）において、第2720地区（熊

本・大分）米山学友会をホスト学友会として、米山学

友合同懇親会「感謝in熊本」＆世界米山学友会設立式

典が開催されました。日本における各地区の米山学友、

ロータリアン、そして海外における米山学友会から、

タイ、台湾、マレーシア、ベトナム、ネパール、韓国、

モンゴルからと、総勢500名近くが集まりました。 

 第一部の世界米山設立式典では、若林紀男米山記念

奨学会副理事長、永田壮一2720地区ガバナーが祝辞、

世界学友会設立経緯を全 炳台 韓国学友会会長を述

べ、世界学友紹介があり、第二部の米山合同懇親会「感

謝in熊本」では間断と食事、民族舞踊や合唱、ダンス

等を楽しみました。 

 私は、ソルトレイク国際大会の時のイエローストー

ン旅行の折に知り合った台湾の米山学友で、パストガ

バナー、元ロータリー財団委員長の許 國文さんと旧

交を温めました。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 



『2017～2018年度東輪会合同例会プログラム』    

日時：平成29年9月28日（木） 

場所：シェラトン都ホテル大阪 ４階「浪速の間」 

司会：東大阪東RC 一由 麻里 

 

11:30 登録受付（食事） 

 

13:00「合同例会」 開会 

   点鐘    東大阪東RC  会長     田中 哲男 

   国歌斉唱「君が代」 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ   岩島 佳子 

    ロータリーソング「奉仕の理想」 

ﾋﾟｱﾉ伴奏     綿貫 洋子 

    物故会員に対する黙祷 

 東大阪東RC  会長     田中 哲男 

    実行委員長挨拶 

    東大阪東RC 実行委員長  北川 忠嗣 

   会長挨拶  東大阪東RC 会長   田中 哲男 

   幹事報告   東大阪RC   幹事     安福   守 

   出席報告  東大阪中央RC 出席委員長（確認中） 

      SAA報告  東大阪みどりRC SAA  木戸 章由 

 

13:30  講演 「東大阪 モノづくりの源流」 

菅原 章太 （東大阪市教育委員会） 

 

14:10   報告講演 「2019年ラグビーワールドカップ 

                     受入れ準備状況報告」   

千田 拓也  

（東大阪市ラグビーワールドカップ2019推進室） 

 

14:20  卓話講演に対する謝辞 

            東大阪RC  会長    加茂 次也 

     次年度ホストクラブ会長挨拶 

    東大阪中央RC 会長     宮田 照男 

    閉会の辞 

 東大阪西RC 会長     今井   澄 

    ロータリーソング「手に手つないで」 

                    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ    岩島 佳子 

            ﾋﾟｱﾉ伴奏    綿貫 洋子 

14:40  点鐘    東大阪東RC   会長   田中 哲男  


