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2012-13年度当クラブテーマ

『活力あるクラブ作り』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第29回 2月5日
通算1634回

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 １３名
◎出席者 ５０名
◎出席率 ７９．３７％

第27回 1月22日
通算1632回の修正

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 ５名
◎補填者 ３＋１名
◎出席者 ６１名
◎出席率 ９６．８３％

例会プログラム

第30回 2月12日
通算1635回

１．開会の点鐘 17時30分
２．ソング
「奉仕の理想」

３．お客様の紹介
４．会務報告
５．卓話
元 護衛艦ひえい艦長
下出隆敏様
海の安全を守って

～海賊対処 BMD・島嶼部侵
攻対応を中心として～

６．閉会の点鐘 18時30分

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 河本 英典

Bridge the Gaps

会 長 報 告

本日第8回目の定例理事会が開催されましたので、報告します。
●地区大会出席について・・・4月14日に行われます地区大会本会
議には、52名参加、懇親会は14名参加の予定です。当クラブから送
迎バスと昼食のお弁当を用意しますので、行かれる方はその心積も
りでお願いします。但し、経費は自己負担となります。詳細は次週
堀内出席委員長より報告があると思います。
●12月9日に開催されました家族親睦会の決算報告がありました。
●第3回家族親睦会について、4月7日（日）春の花見家族親睦例会
として滋賀県・海津大崎の桜を見に行くという提案がありましたの
で、理事会で承認されました。また追って植村委員長より報告があ
ると思います。
●第1回クラブ研修会が開催されました。去る1月29日（火）例会終
了後、多田廣ＲＬＩ委員長以下7名の出席がありました。出席され
た方、お疲れ様でした。
●新世代委員会藤井委員長より、川柳・フォトコンテストの結果報
告と来る2月22日（土）に行われます「司馬遼太郎が伝えたかった
こと」の講演会があると説明がありました。後程藤井委員長より報
告があると思います。
●2013年ロータリー世界平和フォーラム広島登録について。これに
ついては楠下委員長より報告が有ります。
●社会奉仕委員会より特大献血マスコット寄贈並びに第2回献血協
力について。これについては色々とありまして実施が遅れており、
来月の理事会で審議されます。
●本日皆さんの状差しに入っていたかと思いますが、第3回につい

本 日 の お 客 様

●黒田 有紀 様（奈良東ＲＣ）
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委 員 会 報 告

新世代委員会：藤井委員長
本日状差しに入れさせて頂きましたが、先ほど会長からもご報告されましたように、2月23日
日（土）「子ども未来会議」というのをさせて頂きます。これは皆さんよく御存じの吉岡さ
ん（三笠中学校区地域教育協議会）に協力させて頂きまして、催させて頂きます。出欠表を
回覧しておりますので、よろしくお願いいたします。これについてはＭＵ扱いとさせて頂き
ますので、よろしくお願いいたします。
それと、上村洋行って誰やねん？っていう事になると思います。司馬遼太郎と上村洋行が繋
がらなかったのですが、司馬遼太郎さんの奥さんの弟さん（義弟）でございます。昭和18年
生まれです。ですから司馬遼太郎さんとはたぶん17-18才違うと思いますが、産経新聞に入っ
て京都支社に派遣され、という同じ道を歩んでおられます。司馬遼太郎さんの事については
色んなことを見聞きなさっていると思いますので、それを踏まえて話を下さい、ということ
でお願いしております。どうぞご出席お願い致します。

国際奉仕委員会：楠下委員長
今年度ＲＩ会長に日本人である田中作次氏がなられまして、初めての企画で、「ロータリー
世界平和フォーラム」がドイツとハワイと日本の広島で行われるわけですが、5月17・18日と
いう日程で行われます。全員の皆様には状差しに（案内を）入れておりませんので、各テー
ブルに一つずつ置いております。ご希望の方は、事務局に連絡して頂けたら、と思います。
締め切りは2月22日になっております。よろしくお願いいたします。

雑誌・広報委員会：髙野委員長
2月の「ロータリーの友」の読みどころを申し上げます。まずいつものように縦書きの冒頭で
すが、長野県松本市の市長さんの講演が載っております。市長さんですが、この方はお医者
さんでして、甲状腺がんの研究をなさって、チェルノブイリのあるベラルーシにも何年間か
行かれて、実態を調べて来られているということです。チェルノブイリのその後の現状を非
常に解り易く書いておられ、そして福島に対する問題提起をなさっています。色々日本でも
福島の事に関しては取り上げられているかと思いますが、改めてもう一度読んで頂いて認識
を深めて頂ければ、とそのように思っております。
それと、16ページ以降ですが、先月は私どものクラブの記事が二つ載りましたが、なかなか
他クラブも頑張っておられ、生駒ＲＣが二つ、奈良西ＲＣが一つ載っております。特にこの1
6ページ「多発性硬化症協会を設立したロータリアン」というのは読みますと、生駒にもなか
なか立派な方がいらっしゃるんだな、ということで、非常に参考になりますので、目を通し
て頂けたら、と思います。
それと、横書きの方ですが、36ページ「ロータリー始まりの日」というのがありまして、ロー
タリーが始まった日は4人が一室に集まり始めたということですが、諸先輩方はこういった話
はご存じかと思いますが私はこういうことを知りませんで、非常に興味深く読ませて頂きま
した。
それと今月は「世界理解月間」ということで、本日もそういうことをテーマに討論会が行わ
れますが、6ページ以降各地区・各クラブがどのような事業を行っているかという事例が載っ
ておりますので、是非目を通して頂いて、今日の参考にして頂ければ、と思います。

35周年準備委員会：小池委員長
来週例会終了後、準備委員会を（ロビーにて）開催致しますので、委員の方は御参集くださ
い。尚、次年度会長並びに幹事にはオブザーバーで参加して頂きたいと思います。

職業奉仕委員会：大塩委員長
職業奉仕委員会からお願いが有ります。もう締め切りはしたのですが、3月3日地区の職業奉
仕講演会のご案内ありまして、この時の講師を北河原ノミニーがされますので、ガバナー輩
出クラブとしてもう少し皆さんの参加を募ってくれ、という要請がありました。

ては、「国際奉仕活動について」情報集会が行われますので、出席の程、よろしくお願いい
たします。
次に審議事項と致しましては、
●2012－2013年度ＲＩ会長賞とＲＩ意義ある業績賞については奉仕プロジェクト委員会に一
任しておりますので、よろしくお願いいたします。
●世界理解（国際奉仕）月間について。これは、本日国際奉仕の楠下委員長にお願いしてお
りますので、よろしくお願いいたします。
以上です。ありがとうございました。
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幹 事 報 告

●谷川会計がお休みですので、代わりに私が報告させて頂きます。先週の例会でも申し上げ
ましたが、後期会費未納の方が2月1日現在でまだ6人おられます。至急納入お願いします。
●明日桜井ＲＣとの懇親会参加の方、17：30新大宮・芝で行いますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

3月3日13：00-16：00京都テルサで行われます。お時間の許す方、是非とも追加でまだまだで
きるそうなので、登録料1,000円かかりますが、是非ともお時間のご都合をつけて頂きまして
出席頂きます様お願い致します。出席出来る方は私か事務局までお申し出くださいましたら
よろしいかと思います。詳しい案内が欲しいという方がおられましたらそれもお申し出くだ
さいましたら、コピーをお渡し致します。よろしくお願いいたします。

クラブ討論会④（国際奉仕担当）

2月は世界理解月間に位置づけられ、それに因
んで国際奉仕委員会の活動のあり方を、この際

会員皆様に問い掛けるべく、テーブルディスカッ
ションを致します。つきましては、ＤＶＤを見

ていただいた後に、各テーブル事に世話役がい
ますので、話し合いをして頂き世話役の方にそ
のまとめをしていただきます。扠、国際奉仕は

大きな問題である為一クラブでの活動というよ
り地区又はRIでの活動がより効果的と思われま
すが、クラブ単位では何が行なえるかと言う事

になります。
地区又はRIの活動としては、ポリオプラスがあ
り、又 WCS（ポリオ生ワクチンの投与等）の活動があります、過去にはGSEがありました。

今年度は、RIとして世界平和フォーラム広島大会が開かれます。
RIはCLP導入以来とかく人集め、金集め、PRの一点張りで、我クラブも国際奉仕は金集め以外
何ものもありません。

従って、この際どの様な奉仕活動をすべきなのか皆様のお知恵をお借りして、今後の活動の
参考にしたく存じますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

（例）友好クラブの恵比寿RCはネパールに井戸を送る運動をされております。
RI2640地区和歌山の各クラブでは既にクラブ単独で、低開発国に対する様々な援助を行なっ
ておられます。

Ｄ Ｖ Ｄ の 説 明

RI2650地区 2011年度今西ガバーの時のWCS（世界社会奉仕）委員会による、サモアミッショ
ンの状況です。（サモアは旧国連信託自治領）

1、団員40名 副委員長 奈良東RC岩本様、委員として当クラブの潮田様 参加
2、期間 2012年2月26日～3月4日
3、行程 ニュージーランド オークモンド経由サモア

4、総予算 880万円です。
5、ポリオ生ワクチンの投与、環境整備、学校支援 等

支援者 ① WHO佐藤ドクターの支援
② 青年海外協力隊の支援

RI2650地区は1995年～2012年まで17年間ミッションを行なって来たが今回で一応終了となる。

2010年11月のRI理事会でWCSが廃止される事が決定した。
その理由
現在の社会状況では、だれもがパスポートを持ち世界をかけまわる時代にふさわしくない。

今後はクラブ単位で活動し、ロータリー財団の同額補助金を活用して自由な計画でやってほ
しいという趣旨です。
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ニコニコ箱 本日計 64,000円 累計 2,140,000円

楠原忠夫 君 本日は楠下委員長はじめ国際奉仕委員会の皆さんお世話になります。先日の
クラブ内ＲＬＩ研修会、多田廣委員長はじめ出席して頂いた方々お疲れさま
でした。

橋本和典 君 春みたいな暖かさの昨日、今日でしたが、明日はまた厳しい寒さとやら。雪
も降るそうです。お身体大切に。春はもうすぐそこです。（我々のゴールも）

多田 廣 君 ＲＬＩ研修会を去る１月２９日開催しました。ご参加の皆様活発なご意見あ
りがとうございました。おつかれさまでした。

増井義久 君 多田廣ＲＬＩ研修委員長 先週は長時間の研修会ありがとうございました。
佐川 肇 君 ニコニコ協力 孫娘が日一日と成長するのが楽しみです。ジジバカも良いとこ
武藤廣茂 君 中條さんに、声を掛けて頂いたので ニコニコ
野﨑隆男 君 少し良い事がありました。ニコニコ協力！
宮西正伸 君 ニコニコ協力
北神徳明 君 ニコニコ協力
中村信清 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力
山本尚永 君 ニコニコ協力
水野憲治 君 ニコニコ協力
大塩栄作 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
弓場裕史 君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
堀内眞治 君 ニコニコ協力
中奥雅巳 君 ニコニコ協力
倉田智史 君 ニコニコ協力
中條章夫 君 ２月もみなさまのニコニコの協力をよろしくお願いいたします。

次週の例会 平成２５年２月１９日（火）

卓話 奈良県農業協同組合経営管理委員会会長
奈良県農業協同組合中央会会長 永田正利様
ＴＰＰ加入問題について農業団体の立場として

●会報・IT委員会/中奥雅巳 冨川悟 平方貴之 webmaster/中奥雅巳

同 好 会 活 動 奈良大宮ＲＣ山歩き同好会ＮＯＭＣ第１７９回 登山報告

(日 時） 平成２５年２月３日 厳冬の貴船山６９９ｍ
(参加者） 麹谷・飯田・森下・辻・木村・福村・小池

京都京福電鉄二の瀬駅登山口９時１５分出発
2月には珍しく快晴の天気、京都北山は本日雪化粧を期待しており
ましたが雪はなく期待外れでした。
枯葉の登山道を歩く貴船山山頂11時30分着
登山者は１人も出会うことなく、昼食後滝谷峠に向かう。滝谷峠よ
り貴船神社までの下りはきつく山は荒れ放題
で登山道も崩れ大変でした。下山道があれば
アイスバーンに成り非常に困難な下山であろ
うと思うと雪がなくて良かったです。
14時20分貴船神社奥の院に着き全員無事下山
の報告をする。
出町柳の居酒屋で今日の反省をおこない解散
する。

例会変更のお知らせ

3 月 ■五條ロータリークラブ■
・３月６日（水）・・・創立55周年記念例会及び家族会の為、

時間・場所変更。
時間：16：00より
場所：リーガロイヤルホテル大阪
※ビジター受付は行いません。


