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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
・橘高 薫子 様(東京恵比寿ＲＣ)・遠藤 久介 様(東京恵比寿ＲＣ)
・簗瀬 捨治 様(東京恵比寿ＲＣ)・西川 眞史 様(東京恵比寿ＲＣ)
・五十嵐容子様(東京恵比寿ＲＣ)・黄 舜範 様(東京恵比寿ＲＣ)
・木船 孝司 様(東京恵比寿ＲＣ)・藤原 典子 様(東京恵比寿ＲＣ)
・中村久瑠美様(東京恵比寿ＲＣ)・酒井 祐二 様(東京恵比寿ＲＣ)
・森 陽子 様(東京恵比寿ＲＣ)・大島 路恵 様(東京恵比寿ＲＣ)
・小泉 勇
様(東京恵比寿ＲＣ)・川中 清昭 様(東京恵比寿ＲＣ)
・安藤 邦子 様(東京恵比寿ＲＣ)・鈴木 弘恚 様(東京恵比寿ＲＣ)
・児嶋 三枝 様(東京恵比寿ＲＣ)・岡田優一郎様(東京恵比寿ＲＣ)
・谷本 篤洋 様(東京恵比寿ＲＣ)
・松本 安司 様(やまと西和ＲＣ)・堀内 秀悟 様(やまと西和ＲＣ)
・岡本 高光 様(やまと西和ＲＣ)

東京恵比寿ロータリークラブ 橘髙 薫子 様
皆様こんばんは。当年度東京恵比寿ロータ
リークラブの会長を務めさせていただいてお
ります、橘髙 薫子と申します。どうぞよろし
くお願いいたします。ご挨拶は後の卓話の時
間にゆっくりさせていただきたいと思います。
本日はたくさんのメンバーと一緒にお邪魔さ
せていただきました。私どものクラブもメン
バーが増え、奈良大宮にお邪魔したことのな
いメンバーもいますので、今日はそのメンバー
と一緒に北河原様にお世話になりまして、東
大寺の見学をさせていただき、奈良を満喫した後例会にお邪魔させて
いただきました。短いお時間ではありますが皆様と楽しくお話できた
らいいなと思っております。本日は、どうぞよろしくお願いいたしま
す。
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第35回3月27日
通算1871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．委員会報告
７．幹事報告
８．会員卓話
松岡嘉平治会員
９．閉会点鐘

例会状況報告
第34回 3月20日
通算1870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
４９名
◎本日欠席
７名
◎本日出席率８７．５０％
第32回 3月6日
通算1868回の修正
◎欠席者
４名
◎免除者の欠席者
７名
◎欠席者の補填者
３名
◎免除者の補填者
０名
◎出席率
９８．２５％

次回の例会
2018年4月3日（火）
卓話 口腔外科医
岩田雅裕 氏
演題「アジア諸国による
医療支援について」

会 長 挨 拶 ◇藤井会長
このお寒い中お越しいただきまして、ありがとうございます。お水取
りが終わったら暖かくなるはずなのですが、今日は奈良では稀に見る寒
さです。これに懲りずどうぞ奈良を楽しんでください。これからも良き
お付き合いができますように、どうぞよろしくお願いいたします。

やまと西和ロータリークラブ

◇松本

安司 様

まずはこのような華やかな例会にお邪魔させていただき良かったと思っ
ております。実は今日、お願いに参りました。本年度はこの奈良大宮さ
んが県下ロータリークラブ親睦ゴルフの幹事をされたのですが、次年度
は当やまと西和が幹事に当たっております。それにつきまして、さっそ
く日を決定致しました。平成３０年１０月２３日の火曜日でございます。
私どものクラブの例会は火曜日でして、２８名という少ない人数ではあ
りますが全員でおもてなしをしたいと考え、この日に開催させていただ
くこととしました。と、申しますとこちらの奈良大宮さんの例会に当たっ
ているのではありますが、オークモントゴルフクラブで行いますので一
人でも多くの方にご参集賜りまして一緒にゴルフをさせていただきたい
と思っております。実は奈良県下まだどのクラブにも案内はしていない
のですが、今日はこのお願いにあたり３人で参りました。ですから心意気を汲んでいただきま
して、ぜひとも１０月２３日は県下親睦ゴルフに多くの方にご参集いただきますようによろし
くお願いいたします。ありがとうございました。
米山奨学生終了のご挨拶
◇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）
皆様、こんにちは。今日はこの場を借りて、皆様に感謝の気持ちを伝えたいと思います。こ
の一年間、皆様、私の家族になってくださって誠にありがとうございます。自分はロータリー
クラブで日本文化と文学より、人生の勉強が出来たのではないかな、とずっと思っています。
例会とか行事で、皆様といろんな話が出来て、それも、趣味の違う方、職業の違う方、ものの
感じ方と考え方の違う方とコミュニケーションが出来たことで、その内容は絶対に役に立つと
私は思います。そして私のカウンセラー高辻さんに、本当に礼を申し上げたいです。私の好き
な百人一首を一緒にやってくださって、本当に、お礼を申し上げます。最後にこれからですが、
私は大阪で就職が決まりましたので日本の為に頑張りたいと思います。本当にこの一年間有難
うございます。これからは自分がロータリーの小さな一部になっていたことに誇りを持って、
日本の為に頑張っていきたいと思います。どうも有難うございました。

米山奨学金及び終了証書授与

2

3月お誕生日・結婚記念日
★お誕生日★
・西本 隆一 君
・西村 甲児 君
・井上 正行 君
・中條 章夫 君
・小西 敏文 君
・清岡 義教 君
・平野 貞治 君
★結婚記念日★
・楠木 重樹 君
・北神 徳明 君
・中村 信清 君
・多田
実 君
・堀内 眞治 君

乾杯

卓話

◇増井副会長

卓話：東京恵比寿RC 前社会奉仕委員長
木船孝司氏
演題「東京恵比寿ロータリークラブの奉仕に
付いて」

委員会報告
◇出 席 委 員 会＞塩澤委員・出席報告
◇ニコニコ委員会＞西村委員・ニコニコ報告
◇親睦活動委員会＞國原委員
・第２回親睦ゴルフ大会の結果発表

親睦活動委員会
國原委員

幹 事 報 告 ◇堀内幹事
・次週例会の予定 2018年3月27日（火）
会員卓話：松岡嘉平治 会員
演題 「まず健康」
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ニコニコ箱

本日計

191,000円

累計

2,100,181円

東京恵比寿ＲＣ 様（橘高薫子 様、遠藤久介 様、簗瀬捨治 様、西川眞史 様、五十嵐容子様
黄 舜範 様、木船孝司 様、藤原典子 様、中村久瑠美様、酒井祐二 様
森 陽子 様、大島路恵 様、小泉 勇 様、川中清昭 様、安藤邦子 様
鈴木弘恚 様、児嶋三枝 様、岡田優一郎様、谷本篤洋 様）
恵比寿ロータリーより奈良大宮にメイキャップにまいりました。東大寺の
大仏をはじめすばらしい国宝の数々を見せていただき眼福のひとときを過
ごすことができました。たいへん有難うございます。
谷 静子 様（東京恵比寿ＲＣ）貴クラブ訪問を楽しみにしておりましたが、急に伺えなくな
り残念です。友好クラブ締結の折の御配慮に深く感謝申し上げております。
皆様の御健勝をお祈りします。
簗瀬捨治 様（東京恵比寿ＲＣ）奈良大宮ロータリークラブの皆様、長い間の友好クラブのお
かげで、今日はひさしぶりに奈良を訪ねて小雨の中でお寺を歩くことがで
きました。ニコニコです。
藤井正勝 君 東京エビスの会長はじめ多くの皆様、奈良におこしいただき感謝申し上げます。
このひと時をどうぞ楽しんで下さい。
堀内眞治 君 東京エビスロータリーの皆様、ようこそお越し下さいました。ごゆっくり、お
過ごしください。
北河原公敬君 橘高薫子会長様はじめ東京恵比寿ロータリークラブのみなさま、ようこそご来
訪下さいました。短い時間ではございますが、私共と親睦交流が深まりますこ
とを願っております。4月17日には貴クラブを訪問させていただきます。どうか
よろしくお願い申し上げます。
有井邦夫 君 東京恵比寿ＲＣの皆様、ようこそ御来訪に感謝致します。今後共よろしくお願
い致します。
増井義久 君 東京恵比寿ＲＣ会長はじめ多くの皆様、奈良におこしいただき感謝申し上げま
す。
武藤廣茂 君 東京恵比寿ＲＣの皆様、本日は、ようこそお越し頂きました。ごゆっくりお過
ごし下さい。
高木伸夫 君 恵比寿ＲＣのご来訪を記念して
谷川千代則君 東京恵比寿の皆様、ようこそ奈良へ
中嶌 大 君 東京エビスの皆様、ようこそおこし下さいました。関西を十分楽しんでくださ
い。
國原正記 君 恵比寿ロータリークラブの皆様、遠くよりお越し下さり、ありがとうございま
す。本日は東大寺を中心に奈良観光をご一緒出来、大変楽しかったです。どう
ぞごゆっくりおすごし下さい。
宮西正伸 君 エリザさんの今後益々のご活躍をお祈りしております。
金星 昇 君 親睦ゴルフコンペＷ優勝しました。ありがとうございました。
清岡義教 君 先日は親睦ゴルフジュニアの部で見事優勝をさせて頂きました。又、本日43才
の誕生日を迎えました。有難うございます。
中條章夫 君 71才のお誕生日を迎えました。まだまだ元気でロータリー活動をさせていただ
きます。
北神徳明 君 結婚50年金メダルをいただきました。又、次のメダルに向ってがんばります。
井上正行 君 此の度美津濃スポーツの代理店になりました。皆様ご入用の節は宜しく御願い
します。
ニコニコ協力 多田 実 君 市田富久夫君 南谷正仁 君
◆例会変更のお知らせ◆
2018年4月
2018年5月

■五條ロータリークラブ■
・４月４日(水)・・・４月８日地区大会に変更

※ビジター受付：行いません

■五條ロータリークラブ■
・５月２日(水)・・・休会 ※ビジター受付：行いません
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●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

