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会長テーマ

“今、を知り、未来を語ろう。Ｒｏｔａｒｙ！”

2650 地区ガバナースローガン

『クラブに「個性」と「憧れ」を！』

MEETING ON TUESDAY 12:30
THE WESTIN MIYAKO KYOTO

Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan
Kanazawaminami

２０１５年９月２９日 第２３０４回例会 WEEKLY BULLETIN
「今年度のニコニコ箱委員会」
ニコニコ箱 委員長
松下 明史

４８－１２

社会奉仕の資金集めの方法としてニコニコ
箱の設置を提唱していますが、内容は誕生日

とか、子供の結婚、孫の入学等々と何か自祝
のあった場合にニコニコしながら応分のお
金を自発的に入れるという主旨のものであ
ロータリーには特徴的な言い回しがあり
りました。』
ます。「やれやれ」「ほろにが」「メーキャッ
「自祝」がニコニコ箱の原点で、「お祝い
プ」etc. 新入会員には謎めいたところがあ
ごと＝嬉しい＝ニコニコ」という連想のよう
り、それがロータリーの魅力の 1 つになって
です。自祝から、近況報告や「◯◯さん、ス
いるかもしれません。「ニコニコ」も雰囲気
ピーチ楽しみにしています」「◯◯さん、先
はわかりますが、なぜニコニコなのか、由来
日はありがとうございました」「一助に」な
は何なのか。
どのメッセージに発展したのでしょう。
WEB で「ニコニコ箱」で検索をかけると、
又、興味をひかれたのは、「社会奉仕の資
「ロータリー文庫」なるサイトがあり、「ニ
金集めの方法として」始まったという部分で
コニコ箱由来」という資料がみつかりました。
す。ニコニコ箱の説明としてロータリー情報
抜粋します。『大阪クラブのニコニコ箱は、
ハンドブックに『会員が自由意思で善意の寄
昭和 11 年 7 月にはじまった（中略）昭和 11
付金を入れる箱』という記述もあります。
年 8 月に開催された地区協議会で発表を行い、
（裏面へ続く）
今週の会合

-基本的教育と識字率向上月間-

本日の例会
開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング 我らの生業
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
-スピーチー
「日本経済の現状と今後の方向は」
株式会社帝国データバンク
代表取締役社長 後藤 信夫様
閉会点鐘
〔１３：３０〕

本日の会合
9/29（火）情報集会第 1 組
２０１５－１６年度
国際ロータリー会長
K.R.ラビンドラン
第 2650 地区ガバナー
中澤忠嗣

会長(理事) ·········· 岩橋
会長エレクト(理事) ·· 渡辺
直前会長(理事) ····· 小野
副会長(理事) ······· 戸田
幹事(理事) ·········· 岡武
クラブ管理(理事) ···· 木村
(理事) ··· 薮下
広報(理事) ·········· 岸
会員増強(理事) ····· 坂田

18：00～「木や」
忠昭
剛士
富造
義高
和暁
安輝
清三
弘祐
均

ＲＡＣ リレー・フォー・ライフ・ジャパン京都 プレ大会
10/4（日）10：30～ 「ノートルダム女子大学 ユニソン館」

前回例会報告
会員数 77（29）名 出席者 51（15）名
ビジター 2 名
( )は出席率除外会員 出席率 81.1％
ゲスト
1名
第 2300 出席率 92.42％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 １０月６日（火）

東館４Ｆ「葵殿」

-クラブ・デースピーチ「日本での研究と私の夢」
米山奨学生 金 ボラ様

次週の会合
第４回定例理事・役員会

ﾛｰﾀﾘｰ財団(役員) ···· 清水 泰博
ﾛｰﾀﾘｰ情報(役員) ···· 稲本 初弥
(役員) ·· 山本 眞也
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 中島 陽子
職業奉仕(役員) ····· 吉田 武雄
社会奉仕(役員) ····· 郡 正樹
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治
青少年奉仕(役員) ·· 竹之内米貴
会計(役員) ··········
淳二

副幹事 ········· 中村 翠嵐
副幹事 ········· 佐々木虚室
副幹事 ········· 村岡 正浩
副幹事 ········· 布施 栄一
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 小山 信一
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 関根 淳子
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 中村
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 福川 敦子
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 谷口 浩三

例会終了後「平安の間」
副会計 ········· 松下 明史
･･松井 信五
················· 中村 翠嵐

事務局：〒605-0052 東山区粟田口華頂町 1 ウェスティン都ﾎﾃﾙ京都 6Ｆ TEL.(075)762-5630 FAX.(075)752-3309 Mail. info@higashiyamarc.com

「会費ではなく善意の寄付金で社会奉仕の

同好会情報

資金は賄う。」ロータリーにおける「社会奉

・ゴルフ同好会

仕」に対する元々の考え方がニコニコ箱にも
あらわれているようにも思います。
さてさて、ニコニコ箱の当年度の目標額は

10/10（土）第 70 回京都市内 24ＲＣ懇親チャリティゴルフ大会
「琵琶湖カントリークラブ」
・野球同好会 10/27（火） 練習 14：00～17：00
「岡崎公園グラウンド」

昨年度同様 300 万円です。ニコニコ箱の原点

・軽音楽同好会 9/29（火）20：00～スタジオ 246「Ｌｽﾀｼﾞｵ」

である「誕生日自祝」
「100％出席自祝」はも

・そば会 10/6（火） 18：30～「今長」松原大和大路

れなく、近況報告等、『例会を賑わせて親睦

・ロータリーほろにが会 10/13（火）18：00～「レストラン菊水」

を増進』(ロータリー情報ハンドブックより)

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜9/１５〉

するようなメッセージも披露いただきなが

ロータリー財団
計 10,000 円 累計１６９,000 円
つたないスピーチですが、よろしくお願いします。
小坂君
米山記念奨学会 計１０,０00 円 累計２８６,８00 円
つたないスピーチですが、よろしくお願いします。
小坂君
ニ コ ニ コ 箱 計 45,000 円 累計８９５,000 円
お世話になりましてありがとうございます。
京都 RC 三嶋吉晴様
副会長の戸田義高様、ご無沙汰いたしております。
いつもお世話になりありがとうございます。ご挨拶が遅
れましたが、今後ともよろしくおねがいします。
京都西南ＲＣ 池田敏子様
小坂会員、小林会員、本日スピーチごくろうさまです。
渡辺君、岩橋君、安澤君
中塚君、稲本君、小山君、谷口君
“祝”敬老ご長寿の皆様おめでとうございます。
吉田(良)君、西村君、岡武君
吉田（武）君、松下君、布施君
敬老の日を迎えて
竹本君、今井君
誕生日自祝
安倍君
敬老のお祝いありがとうございました。いつまでも元気
ね。全会員。
小林君

ら、皆様のご寄付をニコニコ箱委員一同お待
ちしております。
幹事報告
■ ロータリーレート変更

10 月 1 日より、ロータリーレートが１㌦＝１２０円に変更さ
れます。（現行 124 円）

ＩＡＣ報告
【9/12（土）IAC 第９回例会】15：00～「東山高等学校」
に於いて開催され、
副委員長、奥田委員が出席されました。ごくろうさまで
した。
【9/25（金）-26（土）第 4 回全国インターアクト研究会、
地区インターアクト委員長会議】
「京都市国際交流会館」に於いて開催され
Ａ委員長、木村（安）ＩＡ副委員長、奥田委員が出席さ
れました。ごくろうさまでした。

9/30 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「大船撮影所の思い出と日本映画の今」
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「クラーク高校 京都ｷｬﾝﾊﾟｽ ﾋﾟｱｱｼｽﾀﾝﾄ活動を通しての生徒たちの成長について」
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

10/1
（木）

京 都 南
京 都 北
京都洛北
京都洛東
京都桂川
京都 ﾓｰﾆﾝｸﾞ
京都さ くら
京都西山

10/2
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

10/5
（月）
10/6
（火）

東
見
西
竹
京 都 西
京都紫野
京 都 中
京都平安
京都西南
京都洛中
京都洛南
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映画監督 朝原雄三氏
クラーク記念国際高等学校 京都ｷｬﾝﾊﾟｽ 単位制コース長 企画主任 中岡隆吉氏
「関わりのなかで人は育つ-こども芸術大学等で思うこと-」
会員 田中洋一氏
クラブ・デー
「～長唄～」
株式会社イシダ 滋賀営業所 技術統括部 技術企画管理部長 田尻祥子氏
「日韓の架け橋としての役割」
米山奨学生 金 東柱様
「東大寺南大門の仁王像と平成大修理」
奈良国立博物館 名誉館員 鈴木喜博氏
「ガバナー公式訪問所感」
Ｒ.Ｉ.第 2650 地区ガバナー中澤忠嗣氏
「理念と経営」
㈱ＭＭＣ 代表取締役 村尾謙次氏
「きき脳と整理整頓～個性を活かして、ムリなく、ムダなく～」
笑顔が増える暮らし方研究所 主宰 馬場美恵氏
-会員スピーチ-「私の戦中戦後」
会員 須山哲次氏
地区米山奨学生 京都府立大学修士 2 年 羅 鑫様（中国）
「IM 情報パートⅠ」
IM 実行委員会委員長 伊東一壽氏
-米山月間スピーチ-「教育を通じて社会貢献を」
米山奨学生 郭 暁博氏
「ペルー生まれ育ちの日系 3.5 世と若年性糖尿病、そして一時帰郷無しの留学 7 年間の道のり」
米山奨学生 ヤマモトノグチ、クラウディアセシリア様
「茶道体験古都 創業の想いと教室紹介」
Tea Ceremony Koto 代表 倉中梨恵氏
「ガバナー公式訪問所感」
Ｒ.Ｉ.第 2650 地区ガバナー中澤忠嗣氏
「ロータリーの 1 丁目 1 番地」
ＲＩ第 2650 地区社会奉仕委員長 栗東ＲＣ会員 北野加代子氏
第３回クラブ・フォーラム（職業奉仕部門）
―米山奨学生ｽﾋﾟｰﾁ―「私の二つの故郷～アートでつながる心～」
2015 学年度 米山奨学生 高 甫林様
「日本での研究と私の夢」
R.I.第 2650 地区米山奨学生 京都大学博士課程 2 年 金 ボラ様（韓国）
「異文化理解って必要なのでしょうか？」
米山奨学生 ダン ゴック フーン チー様
「京の宝、文化財に未来はあるか？」
朝日新聞 社寺文化財みらいセンター 事務局長 馬場秀司氏
「日本とアフリカ間におけるビジネスの架け橋プロジェクト」
米山奨学生 イベアヌセ・ｴﾌﾞｶ・ｴﾏﾆｭｴﾙ君

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

１０月 の プ ロ グ ラ ム
６日（火） クラブ・デー
―米山奨学生スピーチ―
「日本での研究と私の夢」
米山奨学生 金 ボラ 様
１３日（火） ― スピーチ ―
「日本の安全保障」
同志社大学 学長 村田 晃嗣 様
（ライトランチ）
２０日（火）クラブ・フォーラム（クラブ戦略策定）
担当 クラブ戦略策定委員長
松井 信五 君
（米山ランチ）
２７日（火） ― スピーチ ―
「日本人の心」
公益財団法人 モラロジー研究所
山本 幾雄 様

