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「東日本大震災６年」
支援活動にもいろいろありますが、被
災された児童への教育支援は、目に見
える事業ではありませんが、何十年か
後に支援してよかったと思える事業
ではないでしょうか。
震災時中学１年生だった子が大学
生になります、今一度あの津波の映像
を思い出して自分に何ができるのか
考えてみたいと思います。

会報・記録委員長 上村承生
東北の大災害から、もう６年が過ぎ
ました。我々も，希望の風基金を通し
て、復興支援に幾分かの支援をしてい
ますが、震災直後の日本全国あげての
救済支援の盛り上がりからすると、今
では支援への思いもなんとなく意識
の中から薄れていくのは私だけかも
しれません。
-水と衛生月間-

本日の例会 ライトランチ

前回例会報告
〔１２：３０〕

開会点鐘
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
クラブ・フォーラム（広 報）
担当 広報委員長 木村 安輝君
閉会点鐘
〔１３：３０〕

本日の会合

３月２１日（火）
後期会長会
例会終了後「平安の間」
ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ第 4 組
18：30～「木や」

クラブ創立５０周年
2018 年 4 月 2 日
２０１６－１７年度
国際ロータリー会長
ジョン F. ジャーム
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会長(理事) ·········· 渡辺
会長エレクト(理事) ··· 小森
直前会長 ············ 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 76（26）名 出席者 51（14）名
ビジター 0 名
出席率 79.7％
ゲスト
0名
第 2368 出席率 93.22％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ３月２８日（火） 於：東館２Ｆ「山城の間」
- スピーチ －
神戸大学大学院 国際文化学研究科
教授 吉田典子 様
次週の会合 ３月２８日（火）
後期クラブ戦略策定委員会
例会終了後「白川の間」

“未来に繋がる
“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(理事) ···· 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３７８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
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同好会情報
幹事報告
■ 金沢南ロータリークラブとの交流会

本日、4 月 22 日～23 日の金沢南ＲＣとの交流会のご案
内を配布しています。今年度も、懇親会、ゴルフ、観光
で交流を深めたいと思います。姉妹クラブ委員会とゴル
フ同好会で出欠の確認を取らせていただきます。奮っ
てご参加いただきますようお願いいたします。
■ 地区大会

4/8（土）、9(日)、ＲＩ第２６５０地区 2016-2017 年度地区
大会が「福井市にぎわい交流施設ハピリン」「サンドーム
福井」にて開催されます。ご登録の皆様は、ご参加よろ
しくお願い致します。

＝地区大会スケジュール＝
4/8(土)
13：00～16：30 RLI 卒後コース

(ハピリン)
本田会員増強委員長
13:30～16:30 地区指導者セミナー
(ハピリン)
渡辺会長、清水幹事、
小坂財団資金管理委員会委員長
18:00～20:30 R.I.会長代理歓迎晩餐会 (ホテルフジタ福井)
渡辺会長、清水幹事、
小坂財団資金管理委員会委員長
4/9(日)
7：30～8：30 RI 会長代理を囲む朝食会(ホテルフジタ福井)
小坂財団資金管理委員会委員長
10:30～17:00 大会本会議（サンドーム福井）
10：30
大会本会議 1 部
11：50
エンターテイメントショー
12：20
大昼食会（友愛の広場）
14：00
記念講演・東洋一氏「福井県の恐竜時代」
15：30
大会本会議 2 部
(15：30～16：30 青少年フォーラム)

＊軽音楽同好会 3/28（火）20：30～ ｽﾀｼﾞｵ 246
＊ロータリーほろにが会 4/11（火）18：00～「東華菜館」

ニコニコ箱・特別寄付 ＜3/14＞
ニコニコ箱

計 34,000 円 累計 2,271,000 円

達成率 75.6％
創立 50 周年記念事業実行委員会、クラブ・フォーラム
担当中村翠嵐委員長、本日はご苦労様です。
吉田（良）君、稲本君、小山君、渡辺（剛）君
吉田（武）君、
君
川勝君、布施君、山田君
久し振りに出てきて。
山中君
結婚記念日自祝。
今村君、松井君
家内誕生日自祝。
谷川君、渡辺（恭）君
愛妻バースデイ
柴田君
ロータリー財団
計 0 円 累計 1,050,400 円
達成率 70％
ポリオプラス
計 5,000 円 累計 74,160 円
＄100 万ランチ差額寄付
59,160 円
ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽご協力お願いします。
渡辺（剛）君
米山記念奨学会
計 10,000 円 累計 885,000 円
達成率 59％
一助に。
小森君
希望の風奨学金 計 200,000 円 累計 364,000 円
達成率 91％
東日本大震災から 6 年がたちます。震災孤児の希望に
なります様に。 山中君、今村君、中村（翠）君、柴田君
渡辺（剛）君、今井君、戸田君、小林君、中村（弘）君
、谷川君
安澤君、小坂君、坂田君、清水君、小野君
中塚君、上村君、平野君、郡君、福留君、岡武君
橋本君、松下君、
井上（正）君
深海君、寄本君、山田君、青山君
安倍君、茂山君、内藤君、渡邊（恭）君

都 京都Ｈｵｰｸﾗ -追悼例会-「故 大倉敬一君を偲んで」
千 玄室君
3/22 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「消えゆく業種、理容業？！」 ｴﾝｾﾞﾙﾍｱｰｸﾗﾌﾞ部長 ﾍｱｰ京都十色髪代表 定元正三郎氏

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

3/23
（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

3/24
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

3/27
（月）
3/28
（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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ｾﾝﾁｭﾘｰ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
リーガロイヤルＨ

「ﾎﾟﾘｵﾐｯｼｮﾝについて」
地区国際奉仕委員、近江八幡 R.C.会員 岡村遍導氏
休会
＊ビジター受付はございません
休会
＊ビジター受付は平常通り
「感動をお届けするオーディオの世界～テクニクス復活と私～」
パナソニック株式会社 役員 ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ社 常務 小川理子氏
「大政奉還と慶喜」
霊山歴史館 副館長 木村幸比古氏
「私の履歴書」
会員 土本宗丘氏
「海外イロイロ」
パナソニック社ＯＢ 山田 宏氏
「インターアクト夏季研修参加報告」
洛西高等学校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ橋本ゆりあさん 顧問 山口かほり先生
「ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞの自然とｲﾇｲｯﾄの暮らし」
北極旅人＆ｱｳﾄﾄﾞｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 馬場 茂氏
会員スピーチ PartⅡ「ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの歴史と危機」
ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 明石純一君
「社会人大学院生活を振り返って」
株式会社Ｔb 研究所 代表取締役 土井輝子氏
「望遠鏡の話」
京都大学大学院理学研究科准教授 岩室史英氏
～社会奉仕クラブ・フォーラム～「病気と闘う子供たちとその家族の支援活動について（仮）」
学校法人京都 YMCA 学園京都国際福祉専門学校副校長 久保田展史氏
「笑いでみんなを幸せに」
大道芸人 田久朋寛氏
「クラブ・フォーラム
創立 25 周年 呈茶席予行練習」
田
「暮らすように、備える。男女共同参画と防災」
公益財団法人京都市男女共同参画推進協会 事業企画課主任 久保智里氏
未定
「ﾓｰﾆﾝｸﾞﾛｰﾀﾘｰの国際奉仕」
京都ﾓｰﾆﾝｸﾞﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 青少年国際奉仕委員会 委員長 前田純一氏
クラブ・アッセンブリー「クラブ改革と増強」
「鷹山の復興」
公益財団法人鷹山保存会 西村吉右衛門氏
未定
「食育指導の重要性について～学校教育現場での取組から～」
京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学 生活福祉文化学部 特任教授 河佐英俊氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

