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１６日
第２３２１回例会 WEEKLY BULLETIN
ｒ
「ロータリーソングにあるような
柔軟な進行と楽しい例会を目標に」
ＳＡＡ

中島 陽子

日頃より先輩諸兄には例会運営にご協力
いただき誠にありがとうございます。
ロータリー文庫にひとつのＳＡＡに関す
る寄稿がありましたのでご紹介します。1959
年発行のロータリーの友に掲載された「和や
かな雰囲気を作る」というタイトルの寄稿で
す。
「ＳＡＡとして気を配っている３つのこと
がある、第一に、会場の雰囲気を絶えず和や
かに保つよう気を配る、第二に、火事などの
不測の事態に即応できるよう、またその際は
臨機応変に処置が取れる態勢を持たなけれ
ばならない、第三に、例会の進行状況を見守
り、時間のみに拘泥して有意義で面白いスピ
ーチを途中で打ち切ることのないように努

４６－２９

める。ＳＡＡは話の内容を聞きながら判断し
て、少しぐらいの時間の延長を認めるよう進
言するなどして、杓子定規にならないように
気を付けるのも役割のひとつと言えよう。そ
してこれらを念頭に置きながら、細かいこと
にも気を配る。会員、ビジター、ゲストの受
け入れ態勢（会場、備品、食事、拡声器の調
子・・・）は万端整っているか、そしていざ
例会がはじまった時、もし地方のクラブでエ
アコンディションがきかないなら、夏ならば
ネクタイを外させるかどうかまで気を遣う
のが望ましい。いわゆる痒いところに手が届
くということは、例会を円滑に進行させ、雰
囲気を和やかにする。（中略）現在の例会は
ともすれば形式主義に陥り、堅苦しくなる場
合があるが、ロータリーソングにあるように
「近い時にはおいと呼ぼう、遠い時には手を
ふりあおう」という気持ち（柔軟な対応）を
忘れてはいけない」と書かれています。
（裏面へ続く）

-平和と紛争予防と紛争解決月間-

前回例会報告

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
-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
閉会点鐘
〔１３：３０〕

本日の会合

２月１６日（火）
第 1 回ﾛｰﾀﾘｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

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

11：00～「千草 2」

忠昭
剛士
富造
義高
和暁
安輝
清三
弘祐
均

会員数 74（27）名 出席者 58（18）名
ビジター 1 名
( )は出席率除外会員 出席率 89.2％
ゲスト
1名
第 2317 出席率 95.65％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）
* ２月２３日（火）例会はございませんので
ご注意願います。

次週の例会 ２月２１日（日）

於：岡崎公園内テント

-京都マラソン例会集 合 8：40「京都市美術館前」
例 会 10：30～（予定）「岡崎公園内テント」
慰労会 15：30～（予定）「ザ・ガーデン岡崎」

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

年度初めに岩橋会長から「楽しい例会づく
り」というお題をいただきましたが、半年が
過ぎ、その意味の奥深さと重責と難しさを改
めて感じております。この大役を終えるまで
に 1 回でも楽しい例会だったと思っていただ
けるようがんばりたいと思っております。
最後に、日頃頼りっぱなしのＳＡＡ団の皆
さんへ、いつも本当にありがとうございます。
今年度終了まで引き続きよろしくお願いい
たします。
幹事報告
■ 次週は、京都マラソン例会

2 月 21 日（日）
集合時間、場所、お間違えのないようお願い致します。
2 月 23 日（火）例会はございませんので、ご注意願いま
す。
集 合 8：40「京都市美術館前」
例 会 10：30～（予定）「岡崎公園内テント」
慰労会 15：30～（予定）「ザ・ガーデン岡崎」
RC との交流会開催」のご案内
4 月 12 日～13 日に「金沢南ＲＣとの交流会」を開催さ
せて頂きます。詳細は「別紙」にてご案内申し上げます。
正式な行事ではございませんが、金沢南ＲＣの方々が
京都までお越しになりますので、会員の皆さまの奮って
のご参加をお願い申し上げます。

＊ソウル国際大会最新情報はこちらよりご覧頂けます。
http://www.riconvention.org/ja/seoul
■2650

地区ロータアクトクラブ会長・幹事会
2/21（日）「京都教育文化センター」に於いて開催され、
岡武幹事、川勝 RAC 委員長、中西 RAC 副委員長が
出席されます。ごくろうさまです。

ＲＡＣ報告
【2/10（水）準備例会】
中西 RA 副委員長が出席されました。ごくろうさまでし
た。

同好会情報
・野球同好会
第 27 回 中澤忠嗣ガバナー杯野球大会
2/20（土） 「勧修寺公園グランド」8:30～開会式
京都東山ＲＣの試合開始予定 13 時 30 分～
（先週お伝えした時間から変更となりました）
＊なお、ご参加頂いた方（含、応援）については、
メーキャップ扱いとなります。

■「金沢南

■ソウル国際大会のご案内

5 月 28 日（土）～6 月 1 日（水）、韓国ソウルにて開
催されます。また、これにあわせ開会式前日 5/28（土）
の夕刻に、中澤 忠嗣ガバナーを囲み「第 2650 地区
親睦夕食会」が企画されております。参加ご希望の会
員様（ご家族様）がおられましたら、3 月 1 日（火）まで
に、幹事または事務局までお知らせください。

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜2/2＞
ロータリー財団

計 20,000 円 累計 956,800 円

達成率 62.1％
宮木先生、スピーチ宜しくお願い致します。
谷川君、中西君
米山記念奨学会

計 10,000 円 累計 689,000 円

達成率 56.9％
渡辺君

一助に。
※今回の寄付にて、渡辺会員は、
米山功労者 6 回目ﾏﾙﾁﾌﾟﾙとなられました。
おめでとうございます。

2/17 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「マレーシアをゲートウェイとした ASEAN/イスラム消費市場への進出」
㈱ｲﾝｽﾊﾟｲｱ 代表取締役社長 高槻亮輔氏
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「ﾗｸﾞﾋﾞｰ人気に思う事」
株式会社なおかつ 代表取締役 中村直人氏
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

2/18
（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

2/19
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

2/22
（月）
2/23
（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

「クラブ・デー」
「クラブ・デー」
「反社会的勢力との断絶は武蔵坊弁慶とあなたの輪」
公益財団法人京都府暴力追放運動推進センター 事業課長 上原忠晴氏
「食が人をつなぎ、世界が拡がる」 ﾌｰﾄﾞｺﾗﾑﾆｽﾄ「あまから手帖」編集顧問 門上武司氏、新会員スピーチ 小野俊輔氏
-ﾛｰﾀﾘｰ創立記念例会-「ﾛｰﾀﾘｰ誕生物語」
松竹歌舞伎専属 義太夫三味線奏者 野澤松也氏
クラブ・デー
「インターアクト カンボジア夏期研修報告」
立命館宇治高等学校 IAC 椚谷彩加さん、倉谷和佳さん
京都西南 RC との合同例会
「女性の活躍を京都の力に！」～経営戦略としての女性の活躍推進～
公財）21 世紀職業財団 関西事務所 所長 佐野由美氏
「ホームセンターで放ったらかしにされている桜の苗木に教えてもらった事」
書道家 俵越山氏
「創立 37 周年を迎えて」
チャーターメンバー 原田正雄氏、井澤 豊氏
-ﾛｰﾀﾘｰ創立記念スピーチ-「ﾛｰﾀﾘｰ創立記念日に因んで」
会員 木下 收氏
国際奉仕クラブ・フォーラム
藤本昇特許事務所 弁理士 藤本 昇氏
「カンボジアミッション報告」
カンボジアミッション参加者
例会日日時変更
＊ビジター受付はございません
「“真の危機管理”と“管理危機”」
一般社団法人災害支援機構代表理事 西守騎世将氏
「日本盆栽―小さな巨木―」
盆栽研究家 京都工芸繊維大博士課程 川崎仁美氏
「ウィンター アフタヌーン ジャズ」
ｷﾞﾀリスト 愛川 聡氏
「フェイル セーフの思想」
会員 ㈱ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 代表取締役社長 山本正道氏
クラブ・デー
「海外でのものづくり 日本でのものづくり」
㈱堀場製作所 代表取締役会長兼社長 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ会員 堀場 厚氏
「私のきた道、ゆく道～京都市会永年議員として 40 年をふりかえる」
元京都市会議員 会員 高橋泰一朗氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

ニコニコ箱

計 52,000 円 累計 2,269,000 円

達成率 75.6％
宮木 操様、本日スピーチありがとうございます。
吉田（良）君、今井君、渡辺君、小山君、岩橋君
柴田君、中塚君、岡武君、吉田（武）君、谷口君
布施君、中西君、
誕生日自祝。
西村君、谷川君
妻誕生日自祝。
山本君
結婚記念日自祝。 戸田君、井上（正）君、木村（安）君
関根会員、過日はお気づかい有りがとうございました。
木村（安）君
松下さん、いろいろお世話になりありがとうございまし
た。
清水君
小森さん、中塚さん、有難うございました。
村岡君、松下君、深海君
希望の風奨学金

計 102,000 円 累計 497,000 円

達成率 64.5％
竹本君、木村（茂）君、小林君、植野君
木村（安）君、井上（武）君、奥田君、福留君
井上（正）君、山田君、深海君
中村（弘）様に感謝。
岩橋君
歓迎会ありがとうございました。
寄本君
一助に。

