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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：田中 哲男 ／ 幹事：大塚 俊彦 ／ 会報資料担当：梶本 高久 

 

 

■ 卓話 

「不易流行～日本のこころ～」 

      小畑 治彦 君 

 

 

■ 今日の歌 

「街に灯を」 

   ピアノ 岩島 佳子 先生 

 

 

■ 例会後 クラブフォーラム 

テーマ：My Rotary、公共イメー

ジ・セミナー向上プログラム 

 

 

■ 8月3日（木） 

卓話 

「ロータリークラブの危機管理」 

国際ロータリー第2660地区 

危機管理委員会 副委員長 

     岩津 陽介 様 

 

 

 

 

■ 例会前 8月度定例理事会 

 

 

先週（7/20）休会 

（7/13）の出席者数：37名（3）名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ 2名：東大阪みどりＲＣ 

会長 後藤 正憲 様 

幹事 政岡 政広 様 

       

7/13ＨＣ出席率：74.00％ 

 

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数 

会員：61名（免除14名） 

 6/29 7/6 7/13 

HC出席 40(1)名 35(3)名 37(3)名

MU出席 6(0)名 8(1)名 10(2)名

修正出席率 82.14％ 84.31％ 90.38％

 

               田 中 会 長  
本日、会員の皆様には、大変悲しいお知らせがあります。 

国際ロータリー会長エレクトのサム Ｆ.オオリ氏が予定通りに行われた手術後の合併症により米国時間7月13日に御

逝去されました。サム Ｆ.オオリ氏は、ＫＡＭＰＡＬＡ，Ｒ．Ｃのメンバーで38年間在籍しておられました。第108

期のＲ.Ｉ会長に就任される予定でした。 

イアン・ライズリーＲ.Ｉ会長は話されています。 

「皆さん 彼の悲報に接し、奥様のノラさんやご家族そして世界中にいる何百万人もの友人と共に祈りを捧げて下さ

い。」 彼の偉業はＲ.Ｉ在籍29年間で、ウガンダにおいてＲ.Ｉクラブ数を9～89に増やされた事です。ウガンダに

おいて開発銀行、商業銀行、中央銀行の執行役員や病院、大学、市議会のメンバー委員長としても活躍されました。 

東大阪東ロータリークラブを代表いたしまして謹んで心より御冥福をお祈り申し上げたいと思います。 

 

本日（7月27日）は、例会後にクラブフォーラムが行われます。表会員研修委員長、勝山広報委員長と打ち合わせ

の結果、先日（7月15日（土））に初めて開催されました地区公共イメージ向上セミナーの主旨である「ＭＹ ＲＯＴ

ＡＲＹ」についての御報告を基に、皆様の活発な御意見を頂きたいと思います。 

地区のホームページは地区のみの情報であるのに対して、「ＭＹ ＲＯＴＡＲＹ」はＲ．Ｉ全ての情報が発信されてい

ます。是非、会員の皆様と「ＭＹ ＲＯＴＡＲＹ」への登録を更に進めて参りたく、フォーラムには全員御参加の程を

宜しくお願い致します。 
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大 塚 幹 事 
≪これからの予定≫ 

【１】 本日例会後、クラブフォーラム 

クラブフォーラム終了後、第1回役員会 

【２】 7/29（土）第1回クラブ国際奉仕委員長会議

（斉藤国際奉仕委員長出席） 

【３】 8/3（木）例会前・8月度定例理事会 

【４】 8/5（土）～6（日）ロータリー学友交流会 

【５】 8/10（木）休会（夏季休会） 

＜連絡事項＞ 

【１】 本日11時より第2回東輪会実行委員会を開催

致しました。 

【２】 7月10日付にて、上期の会費及び諸経費の請

求書をお送りしております。何卒ご理解の上、

ご協力よろしくお願い致します。 

【３】 先般配布致しました7月度定例理事会議事録

行事日程に一部誤りがございました。訂正し

てお詫び申し上げます。 

誤：8/26（土） 

正：9/2（土）地区ロータリー財団セミナー 

【４】 今年度のメークアップについての基準を配布

しております。 

 

 
 

◎出席・プログラム委員会       森本委員長 

☆ホームクラブ皆出席 

 表 会員 北川会員 

 

☆皆出席 

 ３６年  表 会員 水谷会員 

 ２９年  溝畑会員 

 ２７年  井上会員 

 ２６年  石田会員 

 ２５年  北川会員 

 ２４年  島 会員 小林（一）会員 

 ２３年  出口会員 岡田会員 

 ２１年  芳田会員 須﨑会員 

 ２０年  天野会員 

 １８年  山村会員 

 １４年  田中（哲）会員 吉﨑会員 

 １１年  広田会員 駒林会員 大橋会員 

９年  水上会員 吉川会員 

６年  大塚会員 

  ５年  河村会員 森本会員 藤本会員 

  ２年  山崎会員 戸田会員 吉川（千）会員 

  １年  森 会員 一由会員 

 

 

 

◎Ｒ財団委員会            井上委員長 

この度、金子会員、溝畑会員、藤本会員にポール・ハ

リス・ソサエティーにご協力いただきました。有難う

ございました。7月のレートは111 円です。皆様のご

協力をよろしくお願い致します。 

幹 事 報 告 

 

 

                   北埜ＳＡＡ 
◎本年度もよろしくお願い致します。 

       東大阪みどりＲＣ会長 後藤 正憲様 

   幹事 政岡 政広様 

◎東大阪みどりＲＣ後藤会長・政岡幹事ようこそお越 

し下さいました。   田中（哲）会長 大塚幹事 

    井上会員 大橋会員 河村会員 北川会員 

    駒林会員 田原会員 水上会員 吉﨑会員 

    芳田会員 

◎本日、就任挨拶です。よろしく。 

     北埜会員 吉川会員 戸田会員 斉藤会員 

     山村会員 

◎1年間宜しくお願い致します。  ＳＡＡ理事一同 

     天野会員 新井会員 石川会員 大塚会員 

     大橋会員 表 会員 金子会員 北埜会員 

     城戸会員 小林（一）会員 島 会員 

     常楽寺会員 田中（哲）会員 藤本会員 

◎今日、原始蓮をお持ちしました。ご鑑賞下さい。 

                    井上会員 

◎7/7、8第3ゾーン戦略計画推進セミナーに担当者と

して出席しました。          溝畑会員 

◎ロータリーの友俳壇に俳句選ばれました。溝畑会員 

◎阪神がようやく梅雨明け 

     新井会員 井戸田会員 北埜会員 

◎少し良い事がありました。       石田会員 

◎大塚さんＲＦＯご参加有難うございました。 

吉﨑会員 

◎痛風でました。            森本会員 

◎北海道暑かったです。30度超えです。  藤本会員

◎欠席お詫び 

     天野会員 駒林会員 寺田会員 広田会員 

     山村会員 

◎早退お詫び         水上会員 一由会員

                  計 58,000円

委 員 会 報 告 

皆 出 席 お 祝 い 

ＳＡＡ報告 (ﾆｺﾆｺ箱) 


