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第1695 回例会

先週（第1694 回例会）の記録

点鐘  
    
ロータリーソング“四つのテスト”

会長会務   
クラブフォーラム「第２回 IDM の総括」にお
いて皆様の忌憚のない意見を頂き、ありがとうご
ざいました。入会年度の浅い会員の皆様にも、よ
りロータリークラブというものを理解し、勉強す
る良い機会と思います。
今回のテーマは、委員会同好会を繋げることが
出来ないか、もしくは将来的に５クラブ合同で出
来る同好会はないかと考えました。また、個人的
な意見として、異業種の方々が会員におられるの
で、何でも相談同好会などが出来れば面白いと考
えていました。
本日より鳥取県内タクシー料金が値上げとなり
ます。初乗り料金と走行距離ごとの料金の両方が
上がります。県内１７社が運転手の待遇改善の為
に中国運輸局に申請をしていました。
幹事報告   
＊例会変更のお知らせ。
倉吉中央 12 月 30 日（水）定款により休会
倉吉
12 月 29 日（火）定款により休会
倉吉東
12 月 31 日（木）定款により休会
ビジターの受付はありません。
鳥取
12 月 17 日（木）夜間例会
12 月 31 日（木）定款により休会
ビジター受付は、17 日のみ定時事務局にて
鳥取北
12 月 15 日（火）夜間例会
12 月 22 日・29 日 定 款 に よ り
休会
ビジター受付は、15 日のみ定時定例会場で
鳥取中央 12 月 21 日（月）を 23 日（水）へ
夜間例会
12 月 28 日（月）定款により休会
ビジター受付は、21 日のみ定時定例会場で
出席率   
１１月２０日 会員４８名 欠席 12 名 74.47%
１１月 ６日 メーキャップ
７名 89.36%
メーキャップ会員   
１１月１６日 金田卓也会員 鳥取中央ＲＣへ

2015 年 11 月 27 日（金）12:30 ～ 13:30
会食（洋食）
会長挨拶  

    

＊ビジター紹介。
＊本日は初めて例会を休みますので、森下副会長、
会長会務をよろしくお願いします。
また、今から１５年前に鳥取西ＲＣ創立２０周
年記念事業として、タイ北部山村に建設した学
校の現状報告を吉田、山下両会員に卓話をして
いただきます。当日を楽しみにしていましたが、
次週の週報を拝見します。
＊１１月の皆勤賞を差し上げます。
生馬美津雄会員 ９年
幹事報告  

山下卓治会員

１６年

    

＊１２月の主なスケジュール
１２月

４日（金）定例理事会

１２月１１日（金）クラブ奉仕委員長会議
１２月１３日（日）
次期クラブＲ財団委員長研修会・地区補助金
管理セミナー
次期ガバナー補佐会
庄司ＧＥ国際協議会出席壮行会（米子）
１２月１８日（金）年忘れ家族会
委員会報告  

    

＊親睦・出席委員会
出席率・スマイル報告
＊ゴルフ同好会

＊その他

卓話「タイの学校の現状」  


会員

吉田

博さん



会員

山下卓治さん

2015年11月20日（金）12:30～13:30

１１月１７日 岡本安量、森下哲也、山下卓治
森原義博、平野敏和、平井義一の各会員
鳥取北ＲＣへ
１１月１９日 米村年博会員 鳥取ＲＣへ
スマイル   
＊山下卓治会員／本日は天高く気持ちが良く、私
が肥ゆる鍋の季節です。（健康に注意）
＊生馬美津雄会員／加藤先生の卓話、楽しみです。
＊岡本安量会員／麻木先生、葉狩さんお世話にな
りました。
＊峰岸健一会員／ IDM １班の皆様、有り難うご
ざいました。
＊平野敏和会員／誕生日祝い
＊廣谷全宣会員／誕生日祝い
＊西尾 茂会員／創業記念日
＊金本勝彦会員／ありがとうございます。24 年
目に突入しました。創業記念日
＊早退・遅刻６件
合計２２, ０００円
＊Ｒ財団特別寄付：１件
卓話「ロータリーと私」  

会員 加藤一吉さん
西ＲＣに入会して、今年の 12 月で 20 年にな
ります。クラブの活動・運営を円滑に運ぶために
多くの委員会が有ります。私は殆どの委員会を経
験したので、その関わりを時系列で話を進めたい
と思います。
・1995 ～ 96 年
1995 年 12 月８日：入会 大石会長年度
・1996 ～ 97 年：出席委員会
・1997 ～ 98 年：会報委員会副委員長
アメリカ・マリオンイリノイ RC の GSE メ
ンバー受け入れ（H.F.）アンバー・ポップ；35 歳・
女性 健康管理士、いなば幸朋苑訪問
・1998 ～ 99 年：健康委員会委員長
①禁煙と禁煙席の設置
②啓発活動（生活習慣病に関する卓話）
③自己管理（かかりつけ医を持つ）
・1999 ～ 2000 年：米山奨学委員会委員長
各会員に米山奨学金の理解と拠金のお願い。米
山奨学生；賈 恵京（韓国）
・2000 ～ 01 年：雑誌委員会委員長
ロータリーの友；ロータリー情報の発信基地
RI の公式雑誌を読み，抄訳して例会で内容紹介。
ロータリアンの３大義務；会費納入・出席・雑
誌購読
・2001 ～ 02 年：国際奉仕委員会委員長
世界に向かって人道的援助・教育的援助、20
周年記念事業として建設されたタイ北部のド
イ・ウェン・パ・パン・プーシキン学校訪問。
２月 24 日～ 27 日荒尾会長他計９名で訪問。
教育環境の充実と劣悪な生活環境の改善行っ
た。ロータリーの友にもその活動が掲載された。
チェンマイ市の白象 RC へメーキャップ。
IM：パネルディスカッション
“ロータリアンと加齢”
コーディネーター担当
・2002 ～ 03 年：プログラム委員会副委員長
外部講師・会員への卓話依頼。
私共の施設職員が GSE メンバーに選ばれ，イ

ギリス（1100 地区）へ研修参加
・2003 ～ 04 年：米山奨学委員会委員長（２
回目）
オーストリア GSE メンバーのホームステイ受
け入れ（H.F.）ペーター・キューン；60 歳）
・2004 ～ 05 年：クラブ奉仕委員長（副会長）
国際大会（大阪ドーム）参加者 12 名、４万７千
人の会員でほぼ満席。千玄室大会委員長挨拶；
「手を貸しあおう，手をさしのべよう」、コリン・
ブラック RI 副会長の点鐘で開会、ジョナサン・
マジィアベ RI 会長；「手を貸そう，家族会，ポ
リオプラスについて」荘厳な雰囲気の開会式に
感激 。私共の施設職員が職業奉仕賞受賞
・2005 ～ 06 年：会長
①会員増強②退会防止③ロータリー財団への支
援④例会と親睦・事業計画方針
地区補助金プロジェクト立ち上げ：鳥取子供学
園への支援。
・2006 ～ 07 年
入会 11 年：直前会長 理事会出席
・2007 ～ 08 年：ロータリー情報委員会委員長
ロータリーに関する情報を会員・新入会員へ提供
・2008 ～ 09 年：職業奉仕委員会委員長
職業を通じて地域社会に貢献。職場訪問；城北
高等学校相撲道場。職業奉仕賞；城北高等学校
相撲部監督・石浦 外喜義氏
・2009 ～ 10 年：会員選考委員会委員長
推薦された方の人格・職業，社会的地位・適格
性について調査・検討。２名入会。
30 周年記念式典実行委員長
・2010 ～ 11 年：広報委員会副委員長
ロータリークラブに対する理解と認識を深め
る、地域に密着した対外的情報活動の取組み。
・2011 ～ 12 年：職業奉仕委員会副委員長 ( ２
回目 )
・2012 ～ 13 年：会員増強委員会委員
職業分類・会員選考を含む
・2013 ～ 14 年：雑誌委員会副委員長（２回目）
例会でロータリーの友の内容紹介
・2014 ～ 15 年：米山奨学委員会副委員長（3
回目）
米山奨学生；楊 宜平（中国）。
私共の職員が職業奉仕賞受賞（２回目）
・2015 ～ 16 年：国際奉仕・R 財団委員会委
員 ( ２回目）
おわりに
20 年間に雑誌委員会を２回，国際奉仕委員会
を２回，職業奉仕委員会２回，ロータリー情報委
員２回，米山奨学委員会３回を経験しました。節
度あるなかにも自由闊達に発言・行動できるクラ
ブの雰囲気，「西ロータリークラブらしさ」を何
時までも保持継続されんことを祈念します。
20 年間いろいろな体験と刺激を与えていただ
き、有難うございました
次週例会予定   
２０１５年１２月４日（金）第１６９６回例会
卓話「ロータリーと私」
会員 吉田 博さん

（編集者 矢谷英志）

