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2017-18年度当クラブテーマ

・・・『夢を持って』・・・

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

例会プログラム

本日のお客様
・川口

勝久

様（奈良東ＲＣ）

会 長 報 告 ◇藤井会長
本日の会長の時間とさせていただ
きます。その前に、先週土曜日、エ
リザさんと高辻さんにご配慮いただ
きまして、楽しい交流会をさせて頂
きました。後で多分高辻さんも報告
なさるかと思いますが、琴を弾かれ
ました。ビックリしました。それと
カラオケがお好きで「武田節」を歌
われました。この中で「武田節」を
歌われる方はたぶん少ないかと思い
ますが、やはり日本に来て、日本に
溶け込もうという努力をなさってい
るのかな、という気がします。また
頑張ってください。有難うございます。
本日会長の時間としましては、今日状差しに、前回の情報集
会のまとめを入れさせて頂いております。先ず一番目には、副
会長のまとめの分と、二枚目以降は1班から8班までの各それぞ
れご発言頂いた方のお話を副班長が列記しています。私もその
すべてに出させて頂きまして、いま53名となっております出席
者、私と幹事と弓場委員長を含めて53名ですから、私と幹事と
弓場さんが、50名の方と個々にいろんなお話をさせて頂きまし
た。いろんなことをお伺いした中で、全て全部をお話しするこ
ともできませんので、ちょっとこれだけは会長教えてよ、いう
ことだけを掻い摘んでご説明させて頂きたいと思っています。

第31回2月27日
通算1867回
１．開会点鐘
２．ソング
３．お客様紹介
４．ビジター紹介
５．会長挨拶
６．臨時総会
７．委員会報告
８．幹事報告
９．卓話 森本通徳様
10．閉会点鐘

例会状況報告
第30回 2月20日
通算1866回
◎会員総数
６４名
◎出席義務者
４２名
◎出席規定免除者(a)
０名
◎出席規定免除者(b)
２２名
◎本日出席
５０名
◎本日欠席
４名
◎本日出席率９２．５９％
第28回 1月30日
通算1864回の修正
◎欠席者
９名
◎免除者の欠席者
９名
◎欠席者の補填者
８名
◎免除者の補填者
１名
◎出席率
９８．２１％

次回の例会
2018年3月6日（火）
会員卓話
清岡義教会員
「安心して働ける会社作り」
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皆さんもご存じかと思いますが、来週、皆さんの総意をお伺いしたいということで、
ご案内をさせてもらっております。今なにも決まっておりませんが、一歩前に出して良
いよ、または、いやまだちょっと早いよ、等いろんな意見がございます。それを踏まえ
て皆さんのご意見を聞きたいと思っておりますが、副会長の総評の中で、体制、予算、
インターアクトの活動、学校選択の明確化、などもうちょっと具体的に話をして欲しい、
ということですので、私の分かる限りお話をさせていただきます。ほとんどはこの前の
弓場委員長から出させて頂いたインターアクトの参考資料に載っているのですが、先ず
「体制」という形ですが、これは大宮クラブの方のインターアクトクラブに対する迎え
方、体制と、後はＩＡＣ本体の考え方かと思っております。当年度は「つくりたい」と
いうことで発議させて頂きましたけど、まだ理事会もそれぞれ出ておりませんので、組
織図には入っておりません。私は、作るのであれば小委員会を作り、青少年委員長が主
となって、インターアクトの担当の委員長はその指示の下動いてもらえたら良いかと思っ
ております。ただそれは、各年度でお決めになられることかと思っております。
それともっと大事なのは「ロータリアンの責務について」ということで、参考資料の
中に書いてあります。先ず、「指導と助言を与える責任を有するとともに、インターア
クトクラブのすべての活動、方針、プログラムを全面的に管理、監督する」というふう
にあります。もう少し簡単に言いますと、アドバイザーになってやってください、とい
うことだと思っております。いま、私がしたいと思っていますのは、学校のインターア
クトですから、私がわかっている範疇で言いますと、学校には必ずその顧問の先生とい
う方が必要となります。その顧問の先生が全責任を持って指導をしていただきます。そ
の下にインターアクトのメンバーが繋がると思っていますので、その顧問の先生と我々
インターアクトの担当の方がご相談をさせて頂きながら、いろんな活動ができると思っ
ています。それと、インターアクトの学校サイドで言いますと、先ほど言いました顧問
の先生が第一で、学校と生徒たちの方向性、いろんな相談に乗るのが先だと思っており
ます。その下にメンバーが出てくるのだと思っておりますが、これもまだ何も決まった
状態ではございませんので、「先ず一歩出したら良いよ」とおっしゃる方がおられたら、
ご賛成ください。一歩出させて頂いて、それから発案、発議していきたいと思います。
それともう一つは、会費の件です。「インターアクト作ったら会費が増えるのではな
いのか？」「負担が増えるのではないのか？」というお考えもあるかと思いますが、当
年度だけを申しますと、いまインターアクトが出来た時点での経費は当年度予算の中で
消化できる、ということで幹事、会計の方からは聞いております。ただ、これから事業
をしていく中では、参考資料の中には年間約40万円と書いております。それをどのよう
に捻出するか、ということは、その年度の幹事、会計がどういうふうに付け替えなさる
か、ということで当年度から言えることではございませんので、ご了承ください。それ
ともう一つは、次年度、次々年度について、予算立てが出来るの？とご心配を頂いてお
りますが、次年度武藤エレクト、次々年度増井ノミニーにもコンセンサスを取らせて頂
きました。お前が努力をするなら作り、協力をする、と言ってもらっております。ただ
努力しないのであれば断るとも言われております。だからできるだけ私は一生懸命努力
をしたいと思っております。皆さんもお願いをします。
それとインターアクトの活動については、これも最初は全ての活動内についてはわか
りませんでした。ですから、参考資料の後ろに、19クラブの全ての活動を掲載させて頂
きました。また、地区ガバナーから今年度の活動方針を頂戴して、掲載をさせていただ
きました。さらにそれ以外にもあるかも知れません。大事なことは、インターアクトの
活動は、ロータリアンが協力しても良いし、本クラブの活動にインターアクトのメンバー
に協力してもらい奉仕活動が出来るのも良いと思っています。
あと、学校選択の明確化ですが、来週皆さんの総意をお伺いさせて頂きまして、そこ
で“賛成”を頂けたら、すぐ学校の選択の準備委員会を作らせて頂いて、皆さんにご協
力頂いて、学校の選択を行うことになろうかと思っております。
どうぞもう一度参考資料をお読み頂いて、またそれでもわからないと言われる方がお
られましたらまた仰ってください。どうぞ来週は皆さん、よろしくお願い致します。
2

委員会報告
◇出 席 委 員 会＞山口委員長・例会状況報告
◇ニコニコ委員会＞辻本委員・ニコニコ報告
◇米山カウンセラー＞高辻カウンセラー・米山奨学生との異文化交流会の報告
◇国際奉仕委員会＞高木委員長・トンガポリオミッションの個人寄付報告

国際奉仕委員会
高木委員長

高辻カウンセラー

2月お誕生日・結婚記念日

乾杯

◇増井副会長

★お誕生日★
・野末 勝宏 君
・辻本 和弘 君
・河野 里志 君
・梅谷 裕規 君
★結婚記念日★
・楠下 重郎 君
・小西 敏文 君
・武藤 廣茂 君
・中條 章夫 君
・有井 邦夫 君
・川端 昇 君

幹事報告

◇堀内幹事
・次週例会の予定 2018年2月27日（火）
卓話：社会福祉法人楽慈会 施設長 森本通徳氏
演題「社会奉仕法人の地域貢献活動の子ども食堂
・17：30～18：00の間に臨時総会の開催
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会員卓話

米山奨学金授与
◇ジュコブスカ，エリザベタ・
アンドリエブナさん（天理大学 在学）

◇市田富久夫会員

◆例会変更のお知らせ◆
2018年3月

■平城京ロータリークラブ■
・３月２２日(木)・・定款第8条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません。
■橿原ロータリークラブ■
・３月２３日(金)・・やまとまほろばRCとの合同夜間例会の為、変更。
日時：3月22日(木)18：00～
※ビジター受付：3月23日(金)12：00-12：30まで、橿原ロイヤルホテル
フロント横にて行います。

ニコニコ箱
藤井正勝

君

堀内眞治
高木伸夫

君
君

市田富久夫君
山口尚紀
潮田悦男
中條章夫

君
君
君

武藤廣茂
梅谷裕規

君
君

中嶌 大 君
ニコニコ協力

本日計 50,000円

累計

1,801,181円

市田さん、本日の卓話ありがとうございます。また、先週のエリザさん
との交流会を企画いただき、高辻さんにはお世話をおかけしました。
感謝！！
市田様、本日の卓話よろしくお願いします。
1.高辻さん「米山奨学生との異文化交流会」をすばらしい企画で実施頂
きましたこと、心より感謝し、お礼申し上げます。ご苦労様でした。
エリザさんにとって日本文化の奥深さを知る機会となったと思いますし、
我々もウクライナの文化は勿論、エリザさんのすばらしい人柄を改めて
知る機会となりました。彼女の洋々たる前途を祝福したいと思います。
2.潮田先生トンガポリオミッションご苦労様でした。
本日は会員卓話の機会を頂戴しありがとうございます。よろしくお願い
致します。
市田さん 本日の卓話楽しみにしております。
トンガミッションより、なんとか無事に帰国しました。
結婚記念日のお花をありがとうございます。47年になります。これから
も二人楽しく毎日を送りたいと思っています。
先日は、記念日のお花、送って頂きありがとうございました。
二月二十三日 63才の誕生日を迎えます。この日は、ロータリークラブ
の誕生日であり、2年後には、天皇誕生日となり、世界のロータリアン
と日本国民に祝っていただけることになります。
確定申告が始まりました。皆様、お早めにご提出下さい。
増井義久 君 倉田智史 君 野末勝宏 君 奥田哲也 君
辻本和久 君
4

●会報・IT委員会/河野里志 鈴木譲 植村将史 清岡義教 webmaster/河野里志

