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四つのテスト
●真実かどうか　
●みんなに公平か　
●好意と友情を深めるか　
●みんなのためになるかどうか

  ２０１０～１１年度
  第２６５０地区のテーマ

 
『ロータリーを良く学び、
 　変化を知り、
 　忘れたことを思い出そう』
 

　国際ロータリー第２６５０地区

  ガバナー　栗田 幸雄
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Ｅ-ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｎａｒａｏｍｉｙａ-ｒｃ.ｊｐ

第27回 2月8日 
通算1539回

第26回 2月1日 
通算1538回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1538回　
●会員数         　68名　　
●出席免除者数　　 24名
●出席者数　　　　 56名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　93.3％

1535回の修正　
●会員数         　68名　　
●出席免除者数　　 24名
●出席者数　　　　 54名
●補填者数　　　  4+1名
●出席率　　　　 93.1％

例会状況報告

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「４つのテスト」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.卓話　
　 社団法人　座－くら－　
　 代表理事　矢澤　祐史　氏
　「『依存症からの回復』
　　－　ｴﾓｰｼｮﾅﾙﾘﾃﾗｼｰ　－」
６.閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム

２０１０－２０１１／２７
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▼次項へつづく

会長報告

ロータリー財団認証

本日行われた理事会報告をいたします。
・春の家族親睦例会について審議し、承認されました。内容については宮西親睦委

員長より報告頂きます。
・職場見学については、楠木職業奉仕委員長より報告頂きます。
・地区大会については、藤井副会長より報告頂きます。

理事会報告は以上です。

●当クラブに留学されていた陳瑞紅さんから年賀状が届いております。中国は旧正
月ですので、今頃になりました。平城遷都１３００年記念事業会からも礼状が参
っております。併せて回覧致します。
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●2013-2014年度のガバナーについて「クラブにおける地区公示のお願い」です。内容は2011年１月29日に「2010-
2011年度地区ガバナー指名委員会」が開催され、京都八幡ロータリークラブの坂本克也会員を推薦すること
に決定しました。それに伴い、この方の信任への承認をもらうための信任状証明書が届いています。クラブ
の会員数に応じて選挙人の人数が決まっており、当クラブでは会員数が68名ですので、3名となります。井上
さん、小西さん、植倉さん。以上の方にお願いしました。

●ＲＩの事務総長より、2011年7月1日～2014年6月30日にかけて「4つの新しい試験的プログラム」を実施するに
当たり、参加クラブ募集の連絡が来ております。内容の詳細を週報に掲載いたしますので、よく読んでご理
解ください。もし参加を表明する場合は、クラブ会員の２／３以上の方の同意が必要となる等の条件も記載
されております。必ず週報をご覧いただきます様にお願いいたします。

●王寺ロータリークラブの事務局が移転しました。詳細は週報に掲載いたします。

●オレンジリボンの着用について、キャンペーン事務局に確認したところ、「2010年度のキャンペーンは１２
月で終わりました」ということです。このキャンペーンは2011年度にも再度行われますので、リボンは紛失
なさらないように。その時期が来たらまた皆さんに着用をお願いいたします。

●「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会」への協力金は18,017円集まりました。今月いっぱいお願いするつも
りでしたが、当初の目標金額を超えましたので、これで送金いたします。

●ロータリー財団の認証品が届いております。該当者がたくさんおられますので、私がお名前を呼ばせて頂き、
会場監督の中條さんより渡して頂きます。すみませんが、前の方にお運びください。

　★  Multiple３（＄4,000以上）  ★
　成田　積　君

　★ 　Multiple２（＄3,000以上）  ★
　中條　章夫　君、山本　直明　君、植村　将史　君、小西　敏文　君、土谷　宗一　君

　★� Multiple１（＄2,000以上） ★
　石野　捨雄　君、潮田　悦男　君、渡辺　英孝　君

　★�　ポール・ハリス・フェロー　 ★
　小川　祥夫　君、西口　栄一　君、森下　泰行　君、谷川千代則　君

ロータリー財団認証

４つの新しい試験的プログラム
国際ロータリーは、2011年7月1日から2014年6月30日にかけて、4つの新しい試験的プログラムを実施します。
このたびは、参加クラブの募集についてご連絡させていただいております。 

RI長期計画の「クラブの刷新性と柔軟性を育てる」という目標を支えるため、RI理事会は、会員種類とクラ
ブ運営のほかの選択肢を与えることによって、会員の活動と参加、会員増強と維持、会員の多様性、社会奉
仕／国際奉仕の増加、ロータリー財団への支援の増加、全体的なクラブの効率に対してどのような影響があ
るかを調べ、検討したいと考えています。以下に、各試験的プログラムの概要に記載いたしました。また、
各プログラムの詳細、選定の指針、参加条件、実行計画を記した概要資料を添付いたしましたのでご覧くだ
さい。
http://www.rotary.org/ja/members/generalinformation/pilots/pages/ridefault.aspx
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委員会報告
職業奉仕委員会・楠木委員長
２年前谷川会員のご協力でヤクルトの京都工場を見学する予定でしたが、インフルエンザの関係で中止になり
ました。本年度改めてヤクルト工場の見学を行います。日時は３月５日（土）午後2：30~4：00で、集合場所は
（近鉄奈良駅）関西アーバン銀行前で午後１時です。京都工場の生産商品はヤクルト原料液、ミルミル、ミル
ミルＳ、その他ヤクルトの空き容器で環境保全に役立てておられ、その過程を見学させていただきます。ご家
族の参加もＯＫです。バスで行きますので、家族の方は氏名もご連絡ください。

クラブ細則検討委員会・多田廣委員長
細則委員会を来週の例会前16：00~開催いたしますので、ご出席お願いします。

衛星クラブ試験的プログラム 
参加クラブは、週のあいだに異なる曜日、場所、時間を設定して、1週間に複数の例会を行うことができま

す。

法人会員試験的プログラム
定められた入会承認手続きを通じて、クラブの所在地域にある法人や会社がロータリー・クラブの会員と
なることを認めるものです。これらの法人や会社は、クラブ例会に出席する人物を最高4名まで指定し、プ
ロジェクトでの奉仕やクラブの事柄に関する投票を行い、クラブ役員やクラブ委員会の任に当たることが
できます。

準会員試験的プログラム
準会員となる人は、一定期間内に正会員になることを視野に、ロータリー・クラブや会員と親交を結び、
プログラムやプロジェクトに参加し、クラブ会員にどのようなことが期待されるのかを知ることができ
ます。

革新性と柔軟性のあるロータリー・クラブ試験的プログラム
参加クラブは、クラブ会員と地域のニーズに適したクラブ運営を独自に決定することができます。クラブ
は標準ロータリー・クラブ定款とロータリー・クラブ細則に変更を加える許可が与えられますが、RI人頭
分担金の要件に変更を加えることはできません。

参加クラブ数は、各プログラムにつき200クラブまでとされ、34のゾーンから公平に選ばれます。参加を希
望するクラブは、2009年6月30日以前に加盟している必要があります。

試験的プログラムへの参加申請書の提出締切日は、2011年4月1日です。参加クラブは、2011年5月1日まで
に選ばれます。選出されたクラブは、2011年5月31日までにクラブと地区役員に通知される予定です。

試験的プログラムに参加するには、クラブはRIへの納入義務を果たしており、クラブ会員の3分の2の同意
に加え、クラブ会長と会長エレクトの承認が必要となります。添付の試験プログラムの詳細と申請書式を
ご覧ください。ご質問がある場合は、クラブ・地区支援担当（日本事務局奉仕室）職員まででお問い合わ
せください。記入済みの申請書は、Eメール（ripilotprograms@rotary.org）またはファックス（1-847-
556-2196）でお送りください。

ロータリーが今後も発展を続け、変化する世界における組織の未来を揺るぎないものとできるよう、試験
的プログラムへの参加をご検討いただけますことを願っております。 

エド・フタ（布田）国際ロータリー事務総長
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親睦活動委員会・宮西委員長
春の親睦例会は、選挙の日と重なりますが、４月１０
日（日）です。時間は16：00~20：00で、場所は奈良ホ
テルです。当日は、例会でいつも美声を聞かせていた
だいています吉川さんのお母様が、日本トスティ協会
の会長をされておられますので、まず日本では滅多に
聴けないような貴重なコンサート「トスティからの贈
り物2011」を企画しています。また、そのコンサート
の前には、一般の方はあまり入る機会がない奈良ホテ
ルの屋上庭園に入れて頂けることとなりました。奥様
方、また会員様にも、屋上の方でちょっとゆったりと
した時間が過ごして頂けるように企画しています。

国際奉仕委員会・小西委員長
今年度の世界大会がニューオーリンズで行われます。
それにより、大会初日の５月２１日（土）の夕刻より、
地区の親睦夕食会を開催されます。締め切りが２月２
８日ですので、参加される方は小西までご連絡お願い
します。

社会奉仕委員会・橋本委員長
１月２７日（木）近鉄ビルの１階出入口で、寒くて雪
が舞い散る中、献血活動協力をしてまいりました。こ
の寒い季節は献血される方が少なく30~40人が精一杯の
ところ、当日皆さんの頑張りによりまして72人の献血
の受付をしました。メンバーの方は勿論、メンバーの
方の会社の従業員の方にも来て頂きまして本当に感謝
申し上げます。また、会長からお茶、谷川さんからは
ヤクルトの提供を頂きまして、センターの方は勿論、
献血された方も非常に喜んでおられました。その努力
の甲斐もなく、報道関係では一社にも取り上げてもら
えませんでした。これから何とか頑張って報道にも目
を向けてもらいたいと思います。本当にありがとうご
ざいました。

増井次年度幹事
第2回次年度理事会を本日例会終了後開催しますので、
次年度理事役員は桐の間へお越し下さい。

新世代委員会・谷川委員長
2年前にも当クラブで三笠中学にて開催しました「携
帯電話有害サイト対策セミナー」の実施を、奈良市の
中学校・高等学校の校長会にご案内してきましたが、
今年度は登美が丘北中学校から開催依頼がありました。2月18日（金）13：00~15：00に実施いたします。平日で
出難い時間かと思いますが、多数の皆さんのご参加よろしくお願いします。

会報・ＩＴ委員会・植村委員
先日来会長から依頼を受けておりました「2009年バーミンガム国際大会」のオフィシャルＤＶＤにつきまして、
これから放映いたします。
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「これからの国際奉仕活動」
ＲＩ第2650地区　ＷＣＳ委員　　潮田悦男　会員
今年度、地区のＷＣＳは3つのプロジ
ェクトが予定されています。
1つは、この2月の終わりに私も参加し
ますが、フィリピンのレイテ島へ行き、
それからマニラでポリオワクチンの投
与を行います。もう1つは4月28日～5
月6日までの8日間、トルコの首都アン
カラへ、日本の優れた気管支鏡（内視
鏡）を贈呈する為に行きます。最後は、
同じくトルコですが、アンカラ近くに
コンクリートブロックの製造機を寄付
する、という活動を行う予定です。
私自身の理解としては、自分たちで汗
をかいて行った活動こそ、奉仕活動と
言えるのでは、と思います。国際奉仕
活動は各クラブで色々な取り組みがあります。留学生や外国人ロータリアンの受け入れ、年次国際大会への参
加、外国姉妹クラブとの交流、世界社会奉仕活動への参加、等色々ありますが、ロータリー章典によりますと、
「ロータリアンがこのような活動を通じて人々の生活を改善し、人々のニーズに応えるプロジェクトを実施す
る」そして「物質的・技術的・専門的援助を通じて国際理解と親善を推進する」とあります。
2650地区が特に力を入れているのは、ポリオワクチンの投与です。幸いなことにポリオワクチンは経口投与です
ので、一緒に仕事を行っているＷＨＯは、ドクターの監視下であれば、ドクターでなくてもワクチン投与を行
っても良いとしています。ポリオとロータリーとの関係は、1979年にＲＩとフィリピン政府が共同でポリオのワ
クチン投与を行って以来、1985年にポリオ・プラス開始、2000年西太平洋地域でポリオ根絶が、京都に於いて宣
言されました。2006年にはポリオ常在国は、アフガニスタン・インド・パキスタン・ナイジェリアと歴史上、最
少を記録しました。2015年には世界でポリオは根絶した、という宣言が発せられようとしています。
2650地区は1995年のカンボジアを皮切りに、毎年ワクチン投与を行ってきました。私は前々年度のフィジーから
参加しました。前年度はキリバスと、主に西太平洋に散らばっている国々を対象としていますが、これらは太
平洋戦争の時にかなりお世話になったというか、関係の深い地域です。
2009-2010年度キリバス・ミッションは、昨年の1月25日～31日で、ポリオワクチン投与、感染性廃棄物焼却炉贈
呈、教育支援、ワクチンの運搬車贈呈などを行いました。あの辺りはサンゴ礁の島ですが、日本のような大き
な島ではありませんので、廃棄物が出た時に簡単に捨てられないのです。そこで、焼却し、灰にして体積を減
らして環境に役立てようということで、感染性廃棄物焼却炉の贈呈を行いました。
去年までは地区の会員から1人あたり2,000円の補助を頂いていたのですが、今年からそれがなくなり、トルコで
の二か所の活動やフィリピンでの活動は、地区からの予算が全くありません。2650地区の会員数は4,800名ほど
ですので、合計ではかなりの予算を頂戴していましたが、それがゼロになりましたので、今年はお金集めに非
常に苦労しました。ＷＣＳの活動に最初から参加されているロータリアンが書かれた書籍「続・笑顔の子ども
たち」の販売代金も、今年度の活動費用に入っています。この本は以前皆さんに購入いただき、先日のＩＭで
もお売りしたことで、ＷＣＳの活動に、間接的にご協力いただいたことになります。
その他ＷＣＳの活動は、医療支援・環境整備・教育支援など多岐にわたります。みんなが何か心の中に思った
ものをもち、各クラブを代表して、クラブ単位で行うＷＣＳというのももちろんありますが、クラブ単位では
規模的には小さくなりますので、地区のみんなと協力して、活動を行っています。ポリオワクチンを投与した
子ども達の生き生きとした笑顔を写した写真を見ていると、私も心が癒されるような気がします。



6 ●会報・ＩＴ委員会／高辻良成   坂井宣之   植村将史  ●Webmaster／高辻良成

次週の例会
２月１５日（火）　　　　　

会員卓話　多田　廣　会員　「細則検討の現状」

本日のお客様　　　　
大野知法　様（奈良ＲＣ)
坂　靖人　様（奈良ＲＣ）
中野聖子　様（奈良ＲＣ）

矢追家麻呂君　１月２７日の献血協力、寒いなか橋本社会奉仕委員長・委員の皆さんご苦労様でした。

麹谷　瀞　君　今年、日本で写眞館が開業されて１５０年になります。小路谷写真館は本日創業７７年を迎え

ました。先人達と社員の努力により、そして何よりお客様のご愛顧のおかげさまと感謝して・・・

宮西正伸　君　４月１０日は、春の家族親睦例会です。皆様何卒よろしくお願い致します。

橋本和典　君　雪が舞いちる寒いなか、暖かい献血活動に御協力頂きまして有難うございました。私もサラの

血を１リットルでも１０リットルでもあげたかったのですが、サラサラすぎてアカンのだそう

です。薬（ヤク）のせいで！残念！！

平方貴之　君　連続欠席申し訳ございませんでした。

佐川　肇　君　連続欠席のお詫びに。

森　一紀　君　寒中お見舞い申し上げます。

今﨑和民　君　ニコニコに協力。

谷川千代則君　ニコニコ協力

 事務局移転連絡
王寺ロータリークラブ
２０１１年４月１日より

〒636-0002　奈良県北葛城郡王寺町王寺２－６－１まさごビル３Ｆ
ＴＥＬ／ＦＡＸ　０７４５－７２－８２１１
e-mail：rotary1@skyablue.ocn.ne.jp
執務時間　月　ＰＭ 1：00～ＰＭ5：00 　火　ＡＭ10：00～ＰＭ5：00

ニコニコ箱　本日計 36,000円　累計　1,590,000円


