
本 日 の お 客 様

・山内啓三郎 様（東京恵比寿ＲＣ）
・安藤 邦子 様（東京恵比寿ＲＣ）
・小泉 勇 様（東京恵比寿ＲＣ）
・河野 良文 様（奈良ＲＣ）

会 長 挨 拶

本日は本当に寒い中、遠路東京恵比寿から会長はじめ小泉さんと安
藤さんお越しくださいまして本当にありがとうございます。ごゆっ
くりお寛ぎ下さいませ。よろしくお願いいたします。

委 員 会 報 告

出席委員会：橋本委員
中村会長年度になりまして5回目の100％です。ご協力有難うござい
ました。次回もよろしくお願いいたします。

職業奉仕委員会：平方委員長
1月31日午後1：00-4：00京都のシルクホールで開催されます職業奉
仕講演会に出席を申し込まれている方は出席をお願いいたします。
12：30までには私が受付におりますので、またお声がけいただけれ
ば、と思います。本日登録料1,500円納入のお願いということで、状
差しに入れさせていただいておりますので、事務局までお願いしま
す。

社会奉仕委員会：堀内委員長
先週の後期活動方針発表の時にも申し上げておりましたが、その日
の夜ＲＩ担当のキャサリンさんと通訳を通じて電話会議をさせて頂
きました。その中でやはり重点項目を含めた大幅な変更をしないと
なかなか次の提出は難しいだろうということで結果を頂きまして、
もう少し電話で話をすれば細かいところで調整して良い結果が出る
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『和と飛躍』

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25回 1月19日
通算1770回

◎会員総数 ７３名
◎出席義務者 ４６名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２７名
◎本日出席 ５６名
◎本日欠席 ８名
◎本日出席率８７．５０％

第23回 1月5日
通算1768回の修正

◎欠席者 ４名
◎免除者の欠席者 ５名
◎欠席者の補填者 ４名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 １００％

例会プログラム

第26回1月26日

通算1771回

１．開会の点鐘

２．ソング

「それでこそロータリー」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．新入会員卓話

萩原 徹 会員

奥田 哲也会員

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 中澤 忠嗣

「クラブに「個性」と
「憧れ」を！」



かな、と思ったんですが、そうではなく、あまり良い結果には終わりませんでした。それを踏
まえまして、髙野幹事、増井委員長とも会議したんですが、この事業に関しては今回は断念し
ようということで結論が出ました。取り急ぎご報告だけさせて頂きます。
また、3月くらいになるかと思いますが、一年間社会奉仕委員会が携わってきたこの事業です
ので、詳しいご報告を時間を頂いてさせて頂きたいと思います。とりあえずグローバル補助金
事業に関しては、今年度は断念したということでご報告させていただきます。

幹 事 報 告

・新入会員の奥田哲也会員の配属先に関し、臨時理事会を開催し、職業奉仕委員会とニコニコ
委員会に配属させていただくことが決まりました。
・事務局の方に米山功労クラブの感謝状が届いております。今から回覧させていただきますの
で、ご覧いただきますようお願いいたします。
・地区大会の出欠状況ですが、新会員セミナー対象の方11名に対し、今のところ出席でお返事
をいただいているのが4名で、11分の4しかご出席いただけないという状況になっております。
全体では43名の方から出席のお返事をいただいており、73分の43となっております。全体では
60％近くご出席いただくことになっておりますが、ご出席いただきたい新しい会員の方は11分
の4ということで40％にも達していないという状況です。是非ご都合をつけて頂いて地区大会
にご出席いただきますようお願いいたします。

東京恵比寿ロータリークラブ：山内会長よりご挨拶
ただいまご紹介頂きました東京恵比寿ロータリークラブ会長の山内です。本日は私とフォロー
アップ委員長の安藤、そしてフォローアップ委員の小泉と3人で新年のご挨拶に参上させてい
ただきました。
昨年の10月には私ども恵比寿ロータリークラブの創立20周年記念式典を挙行いたしましたが、
中村会長様はじめ大勢の会員の方のご臨席を賜りました。本当に改めて御礼申し上げます。有
難うございました。今年も私どもはいろいろと頑張っていきたいと思っております。ご指導の
ほど、よろしくお願いします。
本日は有難うございました。
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賀 寿 御 祝

高寿

・松岡嘉平治 会員

松岡会員よりご挨拶
ただいま、高寿のお祝いということで、非常にめでたいお祝いを
頂きまして有難うございます。満95歳と1か月、2か月ですか、足
掛けにしますと96歳ということになります。ロータリーに入らせ
てもらってからずっと、わりあいと休むことなしに例会には出席
をさせていただいているわけでございます。
昨年の地区大会におりましても長寿寿齢賞といって、2650地区で4
番目ということで表彰をしていただきました。有難うございます。
健康ということですが、私は自分のモットーとしていることは、
「自分の健康はまず自分で守らなければならない」、これが原則
でございます。やはり長生きしておられる方の実績をたどってみ
ますと、ほとんどがやはりそういうことでございます。自分の健
康は自分で守らなきゃいけない、他人に自分の健康を託している
ようなことではとてもじゃないけれども長生きはできません。ひとつ皆様方、この点だけは
是非気づいて頂きまして、そしてこういう便利な時代、非常に良い時代でございます。一日
でも長生きをして社会に貢献できるような人生を送るということは、非常に素晴らしいこと
だと私は考えております。
私は農業関係の役員をさせて頂いております。昭和33年に末端の組合長をさせて頂いて、現
在は連合会長をずっとやっているわけですが、約60年間程、会長職をやらせて頂いておりま
すので、もういい加減に辞めさせてくれや、と言うておるんですけれども、どうも後任がな
いようでございます。そんなことで、何か自慢しているようでございますが、ロータリーの
中でも何度か卓話をやらせて頂いておりますが、その時も私は申し上げましたが、人生で一
番大事なことは健康である、と。「まず、健康」ということ。これは昭和2年か3年だったと
思いますが、標語の募集があったんですが、小学6年生が作られたもので、「まず健康」と標
語に出たんです。これが第一席をとられたということは記憶しております。やはり人生では
まず健康である。そしてロータリーの精神、要するに社会奉仕をしていくということは非常
に大事じゃないかな、と思っております。一つみなさん、自分の健康は自分で守って、まぁ
お医者さんがたくさんおられるんですが、自分で守っていくということを心がけて頂いて、
みなさんが全員95歳以上になられることをお祈りいたしまして、簡単ではございますがご挨
拶とさせていただきます。



ク ラ ブ 討 論 会 ③ （職業奉仕委員会担当）

職業奉仕委員会 平方委員長
今年度、職業奉仕委員長を務めさせて頂いております平方でございます。本日のクラブ討論会
は職業奉仕担当ということで、職業奉仕委員会の方で進めさせていただきます。本日の進め方
でございますが、『ロータリーの歴史にみる職業奉仕の変遷』という資料を席上に配布させて
いただいております。これは、各クラブフォーラムや職業委員長が卓話をするにあたってのツー
ルとして使ってほしいということで、地区の方で作っていただいた資料です。こちらを私の方
で10分程度説明させていただいた後に、テーブル毎にお一人ずつ、職業奉仕についての考え等
をご発表いただきたいと考えております。また、今月末から来月始めにかけて行われる情報集
会におきましても、職業奉仕をテーマとして設定していただいておりますので、本日は時間が
足りないと思いますが、足りない分は情報集会で意見交換をしていただければ、と考えており
ます。それでは、配布資料の方をご説明させていただきます。

資料：『ロータリーの歴史にみる職業奉仕の変遷』の内容について、平方委員長より説明。
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１ 月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★
４日 飯田二昭 君
６日 箸尾文雄 君
８日 森下泰行 君

１４日 平方貴之 君
１７日 武中洋勝 君
２０日 楠下重郎 君

★結婚記念日★
１０日 小林一士 君
２８日 武中洋勝 君



【クラブ討論会】
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次回の例会 ２０１６年２月２日(火)

卓話 2000-2005年NNNワシントン特派員
中京テレビ放送株式会社 経営企画局
コーポレートコミュニケーション部
部長 原 京二（はら きょうじ）氏

演題 ９・１１テロの現場で感じた「日米の価値観としての自由」

●会報・IT委員会/市田富久夫 武中洋勝 倉田智史 西本隆一 webmaster/市田富久夫

ニコニコ箱 本日計 50,000円 累計 1,778,000円

山内啓三郎様・安藤邦子様・小泉勇様（東京恵比寿ＲＣ）
中村会長、髙野幹事、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

中村信清 君 東京恵比寿ＲＣの皆様 お寒い中よくぞご臨席賜りまして有難うございます。
髙野 治 君 東京恵比寿ＲＣの皆さま 本日は遠路はるばるお越しいただき有難うございま

した。
潮田悦男 君 恵比寿ＲＣの皆様、ようこそ寒い中お越し下さいました。
谷川千代則君 東京恵比寿ＲＣ山内会長、小泉様、安藤様ようこそお越しくださいました。

本年もよろしくお願いします
中井一男 君 クラブ創立記念日を祝して
平方貴之 君 誕生日のお祝い有難うございます。本日のクラブフォーラム宜しくお願いし

ます。
北神徳明 君 この冬一番の冷え込み お身体を大切にして下さい。
倉田智史 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
野﨑隆男 君 新入会員の奥田さん、ようこそニコニコ委員会へお越しくださいました！

半年間一緒に頑張っていきましょう！

ニコニコ箱（１月５日分記入漏れ）
北神徳明 君 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。

例会変更のお知らせ

2 月 ■あすかロータリークラブ■
・２月４日（木）・・・やまとまほろばＲＣとの合同夜間例会の為、

日時・場所変更。
時間：２月４日（木）18：00～

※ビジター受付：2月4日(木)12：00-12：30まで橿原ロイヤルホテルフ
フロント横にて行います。

■平城京ロータリークラブ■
・２月１１日（木）・・・・・・定款第6条第1節（Ｃ）により、

休会。
※ビジター受付：致しません。

■やまとまほろばロータリークラブ■
・２月１１日（木・祝）・・・定款第6条第1節（Ｃ）により、休会。
※ビジター受付：致しません。


