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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：芳田至弘 ／ 幹事：河村幸司 ／ 会報資料担当：寺西太一 

 

 

■ 卓話 

「就任挨拶」 

副会長      水上 雅博 君 

国際奉仕委員長  溝畑 正信 君 

青少年奉仕委員長 森本 竜一 君 

 

 

■ 今日の歌 

「奉仕の理想」 

ピアノ 岩島 佳子 先生 

 

 

■ 7月28日（木） 

クラブフォーラム 

 テーマ「ＩＭ第4組について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井上会員 原始蓮 

 

 

先週（7/14)の出席者数：33名（0） 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ 2名：東大阪みどりＲＣ 

会長 阪田 克英 様 

幹事 植田 稔久 様 

 

出席率：62.26％ 

 

 

会員：60名（免除7名） 

 6/23 6/30 7/7 

HC出席 38(0)名 38(0)名 37(0)名

MU出席 9(0)名 8(0)名 9(1)名 

修正出席率 83.99％ 82.14％ 85.19％

 

               芳 田 会 長  

 

夏本番となりました。各地では夏祭りが開催され、京都では祇園祭、大阪では天神祭り、地元では石切

劒箭神社、瓢箪山稲荷神社の祭りが行われ、本年瓢箪山稲荷神社は、17日は日曜日、18日は海の日で祝日

にあたり、夜店が多数出て、盆踊りなどで賑わいました。 

私は四条町の防犯委員長の為、枚岡警察と共に警備に当たり、何事もなく無事終える事が出来ました。 

さて、ロータリー米山記念奨学会は、2017年に財団設立50周年を迎えます。50年の間に積み重ねてきた

日本独自のこの奨学事業は、国内最大規模を誇り、2014年7月現在で交換した奨学生数は、18,104人で年

間約700 人です。奨学会は全国のロータリアンから寄付金（普通寄付・特別寄付）によって運営され、米

山記念奨学事業の目的である相互理解と国際交流が益々発展し、世界平和の礎となる為に最も重要である

と思います。 

 

東大阪東ロータリークラブ事務局 

〒579-8012 東大阪市上石切町1-11-12 ホテルセイリュウ302号室 

TEL:072-985-0189 FAX:072-985-0577 E-mail:higashiohrc@air.ocn.ne.jp 

創立：昭和40(1965)年3月4日 

来週の例会予定（7/28） 今 日 の 例 会 先週の出席報告(7/14) 

会 長 の 時 間 

『 素 直 な 心 で 、 プ レ ゼ ン ト の 喜 び を 分 か ち 合 お う 』 
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河 村 幹 事 

≪これからの予定≫ 

【１】7/21（木）パスト会長会 

【２】7/28（木）クラブフォーラム 

    テーマ「ＩＭ第4組について」 

【３】7/30（土）第1回クラブ国際奉仕委員長会議（溝

畑Ｒ財団第3ゾーンコーディネーター補佐、芳田

会長出席） 

≪連絡事項≫ 

【１】7月11日付けにて、上期の会費及び諸経費の納

入のお願いを送付致しております。会費 140,000

円 事業運営費18,000円、ニコニコ箱内祝い金と

して 10,000 円、ポリオプラス＄60 として 6,120

円の計、174,120 円をお振込みいただきますよう

宜しくお願い致します。何卒ご理解の上、ご協力

宜しくお願い致します。 

【２】7/28（木）は卓話の時間にクラブフォーラムを

予定しております。テーマは「ＩＭ第4組につい

て」です。宜しくお願い致します。 

【３】8/18（木）は友人紹介納涼例会です。多数ご友

人をお誘いあわせの上、ご参加を宜しくお願い致

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東大阪みどりＲＣ 阪田会長 植田幹事 

 

 

 

◎出席・プログラム委員会       戸田委員長 

☆ホームクラブ皆出席 

  北川会員  吉崎会員 

☆皆出席 

３５年  表  康之   水谷 弘道 

 ３３年   城戸 義雄 

 ３０年   金子 泰輔 

 ２８年   溝畑 正信 

２７年   勝山  巖 

 ２６年   井上 家昌 

 ２５年   石田  肇 

 ２４年  北川 忠嗣 

２３年  島  顕侑   小林 一成 

  ２２年  出口 和義   岡田 耕治  

 ２０年  芳田 至弘  須﨑 洋一 

１９年   天野 正亮 

 １７年   山村 安徳 

 １３年  田中 哲男  吉崎 広江  

 １０年  広田  甫  駒林 廉弘  大橋 秀典 

   ８年  水上 雅博   寺田美保子  吉川   宏 

  ５年   大塚 俊彦 

４年  河村 幸司   森本 竜一   藤本 良男 

      西森 昭博 

１年   梶本 高久  戸田 尊文  吉川千登勢 

 

 

 

 

◎会員増強・職業分類委員会      駒林委員長 

今年度の職業分類表の見直しをお願いしております。

クラブ活動計画書に掲載されている「充填・未充填職

業分類表」をご確認の上、職業分類の変更を希望され

る会員様は、お手数ですが所定の用紙にご記入の上、7

月30日（土）までに事務局までご返送お願い致しま

す。変更される会員様のみで結構です。何卒ご協力の

程宜しくお願い致します。 

◎ロータリー財団委員会        須﨑委員長 

この度、広田会員がマルチプル5回目をお引き受け下

さいました。又、寺西会員にご協力をいただきました。

有難うございました。7月のレートは102円です。皆

様のご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

国際ロータリー第3ゾーン ロータリー戦略計画推進

セミナー 報告 

ロータリー財団地域コーディネーター補佐、RI2660地 

区ロータリー学友委員長         溝畑正信 

 

2016年7月9日（土）大阪新阪急ホテルにおいて、

RI第3ゾーン戦略計画推進セミナーが開催されました。

各地区のガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミ

ニー、ガバナー補佐、地区会員増強委員長、公共イメ

ージ・広報委員長、社会奉仕委員長、戦略計画委員長、

ロータリー財団各部門委員長各位に出席要請されまし

た。 

主催は第 3 ゾーンのロータリーコーディネーター

幹 事 報 告 

地 区 委 員 会 報 告 

委 員 会 報 告 

皆 出 席 お 祝 い 



（RC）、公共イメージコーディネーター(RPIC)、ロータ

リー財団コーディネーター(RRFC)で、今回大阪での開

催では、横山守雄RPIC、高島凱夫ARC、松本進也ガバ

ナー、それに溝畑正信ARRFCが実行委員としてお世話

しました。 

セミナーでは、まず、斎藤直美RI理事が、ジョン・

ジャームRI会長の言葉、未来志向のルールが決定した、

ロータリーの潮目が変わったと紹介し、規定審議会決

定案件を見るにつけ、世界的に弱体化し、小型化し、

存在意義のなくなったクラブが多くみられる。今こそ、

自分のクラブの特色は何か、何の目的でロータリーク

ラブに入ったか、今やロータリーは選ばれる時代であ

り、若い人が入会しようという時に、何がPRになるか、

会員個人個人が職業奉仕がきっちりできているか、こ

のクラブは何が特色か、考えようと挨拶しました。 

 次いで、松本進也ガバナーが歓迎の挨拶、安満良明

RCが会員基盤の充実の戦略計画、横山守雄RPIC が公

共イメージの戦略計画、村上有司RRFCがロータリー財

団の戦略計画について説明し、杉谷卓紀直前RI理事が

国際ロータリーの現状について講演しました。 

部門別会議では、地区とクラブの戦略計画、会員増強

と維持と社会奉仕、公共イメージの戦略計画、ロータ

リー財団の戦略計画について討論しました。 

 私の参加したロータリー財団部門では、１．グロー

バル補助金を用いて行ったRI3000地区における「精神

障がい者のための支援事業」。２．今年度ロータリー

財団100年記念事業の準備状況。３．年次基金寄付ゼ

ロクラブを減少、解消するための協力依頼。４．ポリ

オ撲滅運動の強化。５．恒久基金・大口寄付について

話し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就任挨拶 
 

 

 

 

 

 

 

 

田中会長エレクト 

                  藤本ＳＡＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

森職業奉仕委員長 

 

 

 

 

山崎社会奉仕委員長 

青少年交換学生 エリナさん歓送会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おかえりなさい！青少年交換派遣学生 

 中尾 美月さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白山登頂               石田会員 



 
７／８（金）の晩～７／１０（日）まで５年ぶりに石

川県と岐阜県の県境に位置します白山に登山に行って

来ました。 
行くときはすごい豪雨でこまったなあと思っていたの

ですが登山を始めてみると、雨も次第に小ぶりになり 
涼しく登頂する事が出来ました。 
１０日は朝から晴天で、３時に起床して山小屋から山

頂まで登り、４時ごろのご来光を見る事が出来ました。 
山頂付近のお花畑は満開で、白山固有の高山植物がす

ばらしかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤本ＳＡＡ 

◎東大阪みどりＲＣ会長、幹事様ようこそいらっし 

ゃいました。       芳田会長 河村幹事 

◎本日、就任挨拶です。よろしく。田中（哲）会員 

◎卓話宜しくお願い致します。山崎会員 森 会員 

◎東大阪みどりＲＣ阪田会長、植田幹事様、ようこ

そお越し下さいました。 

   天野会員 石田会員 井戸田会員 

   井上会員 大塚会員 吉川会員  

   小林（一）会員 常楽寺会員 須﨑会員 

   田中（哲）会員 寺尾会員 寺西会員 

   戸田会員 西森会員 藤本会員 溝畑会員 

   吉川（千）会員 吉崎会員 

◎歓送迎会の欠席お詫び申し上げます。 水谷会員 

◎ロータリーの友俳壇に洋子さんがのりました。 

                   溝畑会員 

◎先週金・土・日で白山に登ってきました。 

                   石田会員 

◎ナイヤガラとカナディアンロッキーに行ってまい 

りました。             広田会員 

◎北川さん、有難うございました。   吉川会員 

◎山崎さん、有難うございました。   吉川会員 

◎友達の松田紙工、大阪テレビ（土）11：30出られ

ます。               西森会員 

◎欠席お詫び 

    勝山会員 常楽寺会員 寺西会員 

広田会員 古川会員 山田会員 

                  計41,000円

            

 

ＳＡＡ報告 (ﾆｺﾆｺ箱) 


