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

２０１６年２月９日
第２３２０回例会 WEEKLY BULLETIN
ｒ
「小さな」国際奉仕
国際奉仕委員会

安澤 英治

国際奉仕委員会を担当させて頂いてから
考えています。国際奉仕とはいったい何だろ
うか？４大奉仕とか言われていますが、会員
の皆さんにとって興味のある奉仕活動とい
えるのだろうか？そのような問いかけが私
の小さな頭の中をぐるぐる回っています。答
えはいまだ見つかりません。暗中模索です。
国際奉仕委員会としてお役に立てているの
だろうか？日々薄氷を踏む思いです。
委員会の役割として「国際奉仕委員会は国
際奉仕活動に責任を持ち、国際理解、親善、
平和を推進するために、他国の人々、その文
化、習慣、業績、問題を知るため会員に情報
を提供し、自覚を促し、他国の人々に役に立
つ活動やプロジェクトすべてに協力する。」
（委員長心得より）と書かれております。

４６－２８

単一民族に近い日本人は違った服装、考え方、
態度には違和感を持ちます。まして異なった
言語を話す人々にはなかなか近づこうとさ
えしません。極端な場合にはヘイトスピーチ
や戦争にまで発展してしまいます。本当は違
うから喧嘩ではなく違うけど争わないこと
が大切なのではないでしょうか。
年末に台湾の新竹ロータリークラブを訪
問しました。同行の F 氏とタクシーの移動ば
かりでは面白くないと考えて、市バスに乗っ
てみました。小銭がなくて困っているとカク
シャクとしたお年寄りが、しっかりした日本
語で「これで払ってください」と５０元コイ
ンを渡してくれました。聞けば小学生の時、
日本語を学んだとか。また台北駅で空港行バ
ス乗り場を探していると中国系マレーシア
人の若い綺麗な女性が私のトランクを運ん
で、切符を買えたかどうか、まで確認してく
れました。
（裏面へ続く）

-平和と紛争予防と紛争解決月間-

本日の例会 ライトランチ 中間収支報告

前回例会報告

開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ 四 つ の テ ス ト
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
-スピーチ「Ｉ.Ｈ連続６５年出場の軌跡」
東山高校卓球部 監督 宮木 操氏
閉会点鐘
〔１３：３０〕
クラブ・アッセンブリー「中間収支報告」

会員数 74（27）名 出席者 56（17）名
ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 87.5％
ゲスト
1名
第 2316 出席率
97.14％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ２月１６日（火）

東館４Ｆ「葵殿」

-クラブ・フォーラム（国際奉仕）担当 国際奉仕委員長 安澤 英治君

次週の会合

２月１６日（火）
第 1 回ﾛｰﾀﾘｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

11：00～「千草 2」

本日の会合

２月９日（火）
第３回次年度理事・役員会
京都東山ＲＡＣ準備例会
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

例会終了後「平安の間」
19：30～「八千代」

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

忠昭
剛士
富造
義高
和暁
安輝
清三
弘祐
均

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

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

国際奉仕というと大層になりますが、異国で
受けた親切を観光都市である京都でお返し
することも「小さな国際奉仕」ではないでし
ょうか。
昨年中国語同好会が発足し１年になりま
す。また５月には韓国ソウルで国際大会が開
催されます。それに向けてハングル同好会を
発足する予定です。国際理解は先ず言葉から。
多数のご参加をお待ちしております。近くて
遠い国ソウルで会いましょう。１６日はフオ
ーラムです。そちらもよろしくお願い致しま
す。
コマムスムニダ

5.今年度事業に関する件 継続審議
6.新入会員候補者選考に関する件 承認
7.事務局 LAN 再構築（パソコン、ＮＡＳ、データバックアップ等）に関する件 報告
8.金沢南ＲＣとの交流会に関する件 報告
9.国際奉仕フォーラム開催に関する件 報告
10.「第 27 回中澤忠嗣ガバナー杯野球大会」に関する件 報告
11.３月プログラムに関する件 承認
12.その他の事項に関する件
13.次回 第９回理事・役員会開催日時決定に関する件
2016 年 3 月１日(火) 例会終了後開催

幹事報告
■2015-16

年度 第 2 回社会奉仕委員長会議
2/14（日）「ホテルグランヴィア京都」に於いて開催され、
安澤国際奉仕委員長が出席されます。ごくろうさまで
す。

ＩＡＣ報告
【1/30（土）例会】
「東山高校」にて開催され、中村
（安）副委員長、岡武幹事、郡会員が出席されました。
ごくろうさまでした。

同好会情報
第８回定例理事･役員会議事録〈2/2(火)開催〉
1.前回議事録承認に関する件 承認
2.中間収支報告に関する件 報告
3.事業収支報告に関する件 承認
年忘れ家族会（親睦活動委員会）
4.定款・細則・内規改訂に関する件 承認

・野球同好会 練習試合（VS 伏見 RC）
2/11（祝）12：00～14：00 「岡崎グラウンド」
・そば会 2/9(火)18:30～「今長」東山大和大路松原西入
・ロータリーほろにが会 2/9（火）18：00～「レストラン菊水」

2/10 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「地球市民育成の課題―平和センター・ラーニングセンターの課題―」
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「海の京都、森の京都、お茶の京都」
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

2/11
（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

2/12
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

2/15
（月）
2/16
（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

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ H
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH
京都東急 H
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ※
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
ｳｪｽﾃｨﾝ都H
ｾﾝﾁｭﾘｰ H
京都Ｈｵｰｸﾗ※
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH★
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ☆
ｳｪｽﾃｨﾝ都H
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
ｾﾝﾁｭﾘｰ H
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞ H
ｾﾝﾁｭﾘｰ
★ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
京都東急 H

筑波大学 名誉教授 村田翼夫氏
京都府文化スポーツ部 文教課 課長 中越 豊氏
公益社団法人京都府視覚障害者協会 事務局長 佐藤嘉修氏

「視覚障害者の社会的なハンディについて」
「クラブ・デー」
京都洛南ＲＣとの合同夜間例会
＊ビジター受付は平常通り
祝日休会
祝日休会
祝日休会
祝日休会
祝日休会
祝日休会
祝日休会
祝日休会
「今年度の社会奉仕活動について」
会員 影近義之氏
「ローカルテレビ報道の裏側」
ＫＢＳ京都報道局キャスター 竹内弘一氏
休会
＊ビジター受付はございません
「加速する薬漬け～意識で変えよう、あなたの健康管理～」 京都観光大使 槇田真由美氏
「インバウンドビジネスについて」
京都信用金庫理事 証券国際部担当 中村利夫氏
「日本画の古典からつくられる未来」
日本画家 山下和也氏
「未定」
休会
＊ビジター受付はございません
京都桂川ＲＣとの合同例会の為、2/18 に例会日変更
「伝統と革新」
宝酒造株式会社 代表取締役 副会長 大宮 正氏
京都朱雀ＲＣとの合同夜間例会の為
＊ビジター受付は平常通り

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜2/2＞
ロータリー財団

計 0 円 累計 936,800 円

達成率 60.8％
米山記念奨学会

計 25,000 円 累計 679,000 円

達成率 56.1％
今月、お祝いの皆様おめでとうございます。
吉田（武）君
自祝。
佐貫君
一助に！
井上（武）君、中川君
ニコニコ箱

計 55,000 円 累計 2,217,000 円

達成率 74％
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。
渡辺君、岩橋君、今井君、杉﨑君、戸田君
佐貫君、小山君、関根君、横井君、中塚君
福留君、布施君、山田君
中西会員、お世話になります。宜しくお願い致します。
中村（弘）君
誕生日自祝。
坂田君、小林君、青山君
夫人誕生日自祝。
村岡君
結婚記念日自粛。
戸田君、川中君
本日、歓迎会よろしくお願い致します。
寄本君
2016.2/12-2/14 大阪オートメッセ出展します！御来場
お待ち申し上げます。（インテック大阪）にて。
深海君、中西君
希望の風奨学金
8 年連続出席自祝。
一助に。

計 30,000 円 累計 395,000 円

達成率 51.3％
平野君
中西君、関根君

