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「小さな」国際奉仕②
国際奉仕委員長

安澤

英治

桂林の山水を堪能し帰国のため上海で長
い列で手続きを待っていた時、中国人の母娘
に『日本に来られるのですか？』と声をかけ
ると「いいえ、ロンドンへ行きます」という
ことでした。名刺交換の後母親から「イギリ
スの EU 脱退をどう思いますか？」と聞かれ
てしまいました。娘さんはロンドンの大学に
留学されているらしい。「私には分かりませ
ん」と返事すれば良いものを「一言では言え
ません」とお茶を濁してしまいました。

-基本的教育と識字率向上月間＜例会前＞ 指名選挙

〔１２：３０〕

クラブ創立５０周年
2018 年 4 月 2 日
会長(理事) ·········· 渡辺
会長エレクト(理事) ··· 小森
直前会長(理事) ····· 岩橋
副会長(理事)········ 中村
幹事(理事) ·········· 清水
クラブ管理(理事) ···· 松井
(理事) ··· 坂田
広報(理事) ·········· 木村
会員増強(理事) ····· 本田

会員数 79（27）名 出席者 60（19）名 ビジター 3 名
出席率 86％
ゲスト
1名
第 2343 出席率 92.96％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 9 月 20 日（火）於：東館 2Ｆ「山城の間」
中村 弘吉 君
関根 淳子 君
奥田 歓信 君

クラブ協議会に関する報告
閉会点鐘
〔１３：３０〕
クラブ・アッセンブリー/前年度決算報告
本日の会合 ９月１３日（火）
指名委員選挙
例会前「千草１」

２０１６－１７年度
国際ロータリー会長
ジョン F. ジャーム
第 2650 地区ガバナー
刀根 荘兵衛

(裏面へ続く)

前回例会報告

本日の例会 敬老のお祝い ﾗｲﾄﾗﾝﾁ
開会点鐘
ロータリーソング♪ 奉仕の理想
会長挨拶
来客紹介
敬老のお祝い品授与
幹事報告
-敬老のお祝い スピーチ-

国際奉仕とは何だろうか？もとより「奉仕」
と言うような名にふさわしいことはとても
できるはずはありませんが。また広く海外にネ
ットワークをお持ちの諸先輩がおられる中
で果たして私にとってどんなお世話ができ
るだろうか？日夜悩んでおります。何か良い
アイデアがありましたら是非教えて頂きた
くよろしくお願い致します。幸い委員会には
戸田先輩、岸会員おられますので心強く、安
心は致しておりますが。

クラブ・フォーラム（会員増強委員会）
担当：会員増強委員会委員長 本田 修造君
（ライトランチ）
次週の会合 9 月 20 日（火）
前期会長会
例会終了後「吉水の間」
情報集会第 1 組
18：30～「晴鴨樓」

“未来に繋がる

剛士
直之
忠昭
弘吉
泰博
信五
均
安輝
修造

ﾛｰﾀﾘｰ財団(役員) ···· 薮下
ﾛｰﾀﾘｰ情報(役員) ···· 小野
親睦活動(役員) ····· 川勝
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 吉田
職業奉仕(役員) ····· 平野
社会奉仕(役員) ····· 中塚
国際奉仕(役員) ····· 安澤
青少年奉仕(役員) ·· 郡
会 計(役員) ········ 松下

清三
富造
裕之
武雄
俊雄
浩
英治
正樹
明史

”

あと５６７日

副幹事 ········· 村田 好謙
副幹事 ········· 橋本 幸司
副幹事 ········· 中村
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 山本 眞也
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 村岡 正浩
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 山田幸一郎
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 青山真由美
副会計 ········· 上村 承生

･･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

さて、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。
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。違うか
ら喧嘩ではなく、違うけど争わないこと、違
うけどお互い認め合う事が大切なのではない
でしょうか。
前年度に天龍寺で「禅と精進料理体験会」
を開催しました。我々日本人も日本文化に対
する認識を新たにすることが出来ました。参
加者の留学生の皆さんにお願いしたことは、
どうかこのご縁を大切にしてください。でき
れば年 1 回はロータリークラブの事務局に連
絡をくださいと申し上げました。体験の感想
を例会で発表してくれた中国の林さんは 20
年後には本国で大活躍されているかも分かり
ません。将来彼らはきっと日本との橋渡し役
になってくれることでしょう。

京都は国際観光都市です。世界各国からた
くさんの観光客が訪れます。世界経済のこと
は私にはわかりませんが、それぞれのお立場
で世界の国の市民が平和に生活できるように
世界の出来事に興味を持って頂ければ委員会
としては幸甚です。どうかよろしくお願い致
します。
幹事報告
■ 敬老のお祝い

７０歳を超え益々ご活躍の３０名の会員の方々に、
敬老の日に因み会員一同よりお祝い申し上げます。
■ 選挙管理委員決定
9/6（火）指名委員選挙の選挙管理委員会メンバーが
決まりました。木村（安）委員長、名 、郡、上村、中村
各委員です。よろしくお願い致します。
■ 次々週はガバナー公式訪問準備のクラブ・アッセ
ンブリー
次々週 9 月 27 日（火）の例会終了後、ガバナー公式訪問
準備の為のクラブ・アッセンブリーを開催致します。入会 3
年未満の会員の方は出席義務者です。必ず出席をお願
いします。
■第 15 回「やましな栄誉賞」委員会及び選考委員会
9/13(火)15：00～「山科区役所」に於いて開催され、渡辺
会長が出席されます。ごくろうさまです。
■「ロータリーの友」英語版
201６-1７年度版が 11 月に発行されます（年１回）。
１冊５４０円(税・送料込)です。購入ご希望の方は、
10/11（火）迄に事務局へお申込みください。

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「愛と人生の歌 シャンソン」
シャンソン歌手 （有）オフィス奥田 代表取締役 奥田真祐美氏
9/14 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん -クラブ・デー-「会員組織部門 第 3 回クラブ・フォーラム」
京 都 北 東 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ H 例会変更
＊ビジター受付は平常通り
/23
京都嵯峨野
京都朱雀

9/15
（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

9/16
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

9/19
（月）
9/20
（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

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

「グローバル補助金インドネシア飲料水プラント設置事業報告」
パスト会長 江後良平氏
クラブ・デー
「大変動期に突入した「メディアの世界」-収縮する伝統メディア、勃興するデジタルメディア-」
㈱東洋経済新報社 代表取締役社長 山縣裕一郎氏
新入会員スピーチ「自己紹介」
会員 大橋正彦氏
「ガバナー公式訪問所感」（京都北東 RC と合同）
R.I.第 2650 地区ガバナー刀根荘兵衛氏
「インターアクト夏期研修会を終えて」
立命館宇治高等学校 IAC 堀 灯里様、山本実桜様
クラブ・デー 第 3 回クラブ討論会
-クラブ広報部門フォーラム-「新聞と文化財報道」
読売新聞 大阪本社 編集委員 関口和哉氏
第 1 回クラブ・フォーラム「会員増強」
「クラブ管理運営について」
クラブ管理運営委員長 越川哲也氏
「Brexit の行方とその余波」
同志社大学政策学部准教授 根岸祥子氏
未定
「2015-16 年度 RYLA 報告」
りぼん薬局 薬剤師 川村早希氏
ｼﾘｰｽﾞ古典 その 3「能楽で培われた横笛（能管）の世界」
能管奏者 野中久美子氏
祝日休会
祝日休会
＊ビジター受付はございません
祝日休会
祝日休会
「最近の金融経済情勢」
日本銀行 京都支店 支店長 京都 RC 会員 大川昌男氏
未定
京都市 環境政策局地球温暖化対策室 部長 松浦卓也氏
「夢に向かって今を生きる」
ドリームディレクター 宇野ひと美氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

同好会情報
〜敬老のお祝いの皆さま〜

＊野球同好会
全国ロータリークラブ野球大会結果

山中 鍈一君 ９１歳

竹本 昌生君 ８８歳

ＶＳ 水戸ＲＣ １－４ 惜敗
参加選手）松井、柴田、小森、平野、山本、岡武、福留、

大藤 光夫君 ８８歳

吉田 良武君 ８５歳

佐々木、山田、寄本、深海、辻、村岡
応援参加）渡辺会長、安倍、室岡（ＲＡＣ）串山（ＲＡＣ）

横井 康治君 ８４歳

鈴木 敏治君 ８３歳

渡辺会長、多額のご寄付有難うございました！
『刀根荘兵衛ガバナー杯野球大会』

今井 武男君 ８２歳

小林 一恵君 ８１歳

１１月５日（土）午前 8：30 開会式 滋賀県希望が丘文化公園グランド
＊ゴルフ同好会

磯田 好計君 ８１歳

稲本 初弥君 ８０歳

2016-17 年度ポリオ撲滅活動協賛第 71 回市内 24ＲＣ懇
親チャリティーゴルフ大会

小山 信一君 ７９歳

今村 晋平君 ７７歳

10 月 8 日（土）「瀬田ゴルフコース北コース」
＊ロータリーほろにが会 9/13（火）18：00～「レストラン菊水」

岩橋 忠昭君 ７７歳

谷川 博造君 ７７歳

植野 清富君 ７７歳

井上 武雄君 ７６歳

小野 富造君 ７６歳

杉﨑 則夫君 ７５歳

横尾 浩志君 ７５歳

木村 安輝君 ７４歳

戸田 義高君 ７４歳

薮下 清三君 ７４歳

中村 翠嵐君 ７３歳

末松 哲夫君 ７３歳

佐貫 將一君 ７２歳

川中 丈嗣君 ７１歳

小坂 文夫君 ７１歳

中村 弘吉君 ７０歳

関根 淳子君 ７０歳

奥田 歓信君 ７０歳

ニコニコ箱・特別寄付 ＜9/6＞

（2016 年 9 月 30 日現在）

ニコニコ箱

計 94,000 円 累計 667,000 円

達成率 22％
渡辺会長を筆頭に京都東山 RC の益々のご発展をご
祈念申し上げます。
京都ロータリークラブ
佐竹力總様
内藤葉子君、本日ご入会おめでとうございます。
今村君、竹本君、吉田（良）君、岩橋君、小山君
松井君、杉﨑君、佐貫君、小野君、本田君
中村（弘）君、渡辺君、清水君、小森君、関根君
中塚君、岡武君、郡君
平野君、川勝君、橋本君
金沢南 RC へ表敬訪問の皆様、ご苦労様でした。
今井君、鈴木君、安澤君、布施君
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。
中村（翠）君
本日入会させて頂きました。よろしくお願い致します。
内藤君
木村 茂さん、ありがとうございました。
辻君
とうとう 70 歳になってしまいました。喜ばしいのか、悲
しいのか、とりあえず自祝。
中村（弘）君
8 月乗り切れました。
渡邊（恭）君
誕生日自祝。
小山君、稲本君、井上（正）君
100％出席自祝。
吉田（武）君、山本君
夫人誕生日自祝。
木村（安）君、奥田君

ロータリー財団

計 30,200 円

累計 403,400 円

達成率 26.9％
小森さん、お世話になりました。
中塚君
一助に。
布施君
8 月乗り切れました。
渡邊（恭）君
ロータリー財団協力会より。
内藤君
米山記念奨学会
計 30,000 円 累計 285,000 円
達成率 19％
やっと 6 分の 1 が過ぎました。
中村（弘）君
一助に。
布施君
入会に際して。
内藤君
希望の風奨学金
計 0 円 累計 25,000 円
達成率 6.3％
お知らせ
◆ロータリー財団１００周年記念シンポジウム
国際人道支援の第一線で活躍するロータリー財団学友の報告
日 時：２０１６年１１月２７日（日）１３：３０－１６：３０
場 所： 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
ＪＰタワー・ＫＩＴＴＥ ４階
電話０３－５２２２－１８００
【プログラム】
13:30 国際ロータリー会長 ジョン・ジャーム氏挨拶
及び「ロータリー財団１００周年学友世界人道奉仕賞」発表
“The Rotary Foundation Centennial Alumni Global
Service Award”
受賞者緒方貞子氏（1951 年 2580 地区：東京ＲＣ）御挨拶
13:50 100 周年記念シンポジウム
【司会】 榎原美樹 ＮＨＫワールドニュース部編集長
1984 年国際親善奨学生 豊中ＲＣ (2600 地区)
【シンポジスト】
・中満 泉 国連開発計画危機対応局長 国連事務次長補
1987 年国際親善奨学生 厚木ＲＣ (2780 地区)
・日比恵理子 国連食糧農業機関シリア事務所長
1988 年国際親善奨学生 東京西南 RC (2750 地区)
・赤阪陽子 国連難民高等弁務官事務所ダマスカス上級フィール
ド調整官 1992 年国際親善奨学生 富田林ＲＣ (2640 地区)
・阿阪奈美 国連難民高等弁務官事務所スーダン保護官
2005 年国際親善奨学生 東京中野ＲＣ (2580 地区)
現在は東京セントラルパーク RC
・金子由佳 日本国際ボランティアセンターパレスチナ駐在
2010 年平和フェロー 熊谷東ＲＣ (2570 地区)
・中村 恵 国連ＵＮＨＣＲ協会団体統括
1983 年国際親善奨学生 松戸東ＲＣ (2790 地区)
16:30 閉会
登録料 ロータリアン、財団学友：１０，０００円、
その他 (米山奨学生、米山学友、IA、RA RYLA、ご家族)：３，０００円
申込締切 ２０１６年９月２０日（火）
※参加ご希望の方は、登録料を添えて事務局までお
申込みください。

