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京都東山ＲＣ会長テーマ

ONE FOR ALL, ALL FOR ROTARY
“ひとりはみんなのために、みんなはロータリーのために”
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２０１２年１２月１日 第２１７５回 例会
「情報集会第３組報告」
２０１２年 １０月３０日（火）１７：５８～ 於：「晴鴨楼」
出席者 ◎今村、○村田（好）
、
城山、井上（武）、安澤、橋本
小森、木村（安）：オブザーバー＜敬称略＞
＊会議前のリラックスした中での雑談
米山記念奨学金、ロータリー財団、ニコニコ箱に
ついての目的と必要金額はインフォメーションで
しっかり伝える事が必要ではないか。
＊そんな雑談の中、今村リーダーのかけ声でテーマに
沿った議論が始まった。
先ずはインターアクト提唱クラブについて木村（安）
ＩＡ設立委員長の説明では、
インターアクトの活動の主体はあくまでも学生側
にあり、主に社会学科研究会クラブメンバーで構成
される。
市内では８クラブあり、５名を切ると廃部になる。
高校の選択が出来ていないまま検討された１５年前
と比べ、東山高校から打診を受けた今回とは全然違
うとの事だが、今回、受験などで忙しい高校生には
難しいのではないか、それならば中学から始めたら
どうか、といった意見が出た。
また、学生に我々の真意がより伝わる為には、現
在自分の子供が中学、高校に在学している委員が必
要ではないか。
いくら議論したところで何かやらなければ何も始

－家 族 月 間－
本日の例会
宝ヶ池公園ファミリーマラソン例会
開会点鐘
ロータリーソング♪ 友ら集いて
会長挨拶
幹事報告
閉会点鐘

♪ 友ら集いて ♪
秋さわやかに紅葉する
世に思いやり深めんと
友ら集いて いざ語らん
友情の道 ロータリー

まらない、ましてや何をやるにしても世話をする人
が怠るとダメになるので、受けた以上はしっかりや
りましょう、と言った声の後、
例会等各事業の出席率について意見交換があった。
出席率が悪いのは事業に対する情報が少ないので
はないか。
新しい人に参加を要請する良い方法は無いか、等。
但し、若い人の出席率が少ないのではないか、の声
に対しては「結構出たはりまっせ」との事。
アッセンブリーについてはクラブで重要なことを
決めるので特に若い人には残ってほしいとの事です
が、例会終了後１０分程過ぎてからのスタートでは
帰る人が多いという。
フォーラムとアッセンブリーには出席する義務は
ないが、出れば何かとプラスになる。
やはりこれからは執行部で細かい事をしっかり説
明して伝える事が大事。出席率は誘う方にも責任が
ある。と納得した頃にはだんだんとお酒がまわり、
＊議論ノルマ達成後の雑談
実は毎回ここからが一番面白い。今回も期待以上
に楽しい雑談が始まった。お酒と人の関係を考えな
がら興味深いお話しを次から次へと聞かせてもらい、
もっと聞きたいと思いながらも予定時間も大分過ぎ
たころ、中心になって話をしていたお方がお酒を一
滴も飲んでない事に気付いた。
（報告：副リーダー村田好謙）

前回例会報告
次週の例会 １２月４日（火）
於：東館２Ｆ「山城の間」 会員数８１（３１）名
出席者５５（２０）名
クラブ・デー
次週の会合
４５周年式典・講演会委員会 １１：００～「例会場前ロビー」
第６回定例理事・役員会

例会終了後「吉水の間」

新会員歓迎会・宝ヶ池ヤレヤレ会
理事・役員（２０１２～２０１３）
会
長(理事) 松井 信五
会長ｴﾚｸﾄ・
副 会 長(理事) 杉崎 則夫
直前会長(理事) 川中 丈嗣
幹
事(役員) 小森 直之
クラブ管理(理事) 柴田 義典
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(理事) 中村 弘吉
新 世 代(理事) 福留 幸一
職業奉仕(理事) 坂田 均
国際奉仕(理事) 平野 俊雄
広
報(理事) 川勝 裕之
会員増強(理事) 木村 安輝

１８：００～「晴鴨樓」

ロータリー財団(理事) 横尾 浩志
無 任 所(理事) 渡辺 剛士
４ ５ 周 年(理事) 井上 勝
会
計(役員) 小坂 文夫
Ｓ . Ａ . Ａ .(役員) 中塚 浩
副 幹 事
村田 好謙
副 幹 事
竹之内米貴
副 幹 事
吉田 武雄
副Ｓ.Ａ.Ａ.
中島 陽子
副Ｓ.Ａ.Ａ.
岡武 和暁
副Ｓ.Ａ.Ａ.
薮下 清三
副 会 計
井川 正隆

出席率７８．５７％
( )は出席率除外会員
ビジター１名
ゲスト１名
第２１７２回
メーキャップ後の
出席率１００％

国際ロータリー会長
田中 作次
第２６５０地区ガバナー
河本 英典
第２６５０地区
米山奨学委員会
委員長 岩橋 忠昭
財団資金推進委員会
副委員長 本田 修造
インターアクト委員会
委員
福留 幸一

グリーンはクラブカラー

幹事報告
■ 東山高校ＩＡＣ創立総会お礼

去る１１/２５（日）に

開催しました、東山中学・高等学校インターアクトクラ
ブ創立総会には、連休中にもかかわらず、河本英典
ガバナー、橋本長平パストガバナーをはじめ１０３名
のご出席をいただき、無事に終了致しました。ありが
とうございました。
尚、認証状伝達式は、来年３月の予定です。
■ 新会員歓迎会並びにﾏﾗｿﾝヤレヤレ会

次週、１２／４（火）１８：００～「晴鴨樓」において、
１０月に入会されました新入会員３名の歓迎会を、
本日の宝ヶ池公園ファミリーマラソンのヤレヤレ会を
兼ねて開催します。
ご出欠の回答が未だの方は、本日中に親睦活動委
員会または事務局までお願い致します。
多数の会員各位のご参加をお願い致します。

同好会情報
ゴルフ同好会１２/７（金）８：３０集合｢ジャパンエースＧＣ｣
ﾛｰﾀﾘｰほろにが会１２/１１（火）１８：００～｢レストラン菊水｣
スキー同好会１２/２２（土）～２３（日） ｢御岳スキー場｣

特別寄付・ニコニコ箱 ＜１１/２０＞
ロータリー財団
計 10,000 円 累計 619,600 円
リハーサルありがとうございました。いよいよ本番迫っ
てきました。朝早くからですが、よろしくお願い致しま
す。晴天祈ります。
中村（弘）君
（７時です。念を押せと中村さんが･･･）
ニ コ ニ コ 箱 計 34,000 円 累計 1,494,000 円
木曽 長様、本日スピーチありがとうございます。
松井君、城山君、谷川君、上村君、森里君
吉田（武）君
本日は初めて寄せていただきます。お世話になりま
すがよろしくお願いします。
京都洛西ロータリークラブ 谷口博子様
１００％出席自祝。
郡君
夫人誕生日自祝。
川勝君
「ほろにが」ご協力ありがとうございました。お陰様で
無事盛大に終わりました。 松井君、安澤君、松下君
稲本さん、中村翠嵐さん、先日は大変お世話に成り
有難うございました。
小野君
宝ヶ池公園ファミリーマラソンの成功を祈って！
中塚君
宝ヶ池公園ファミリーマラソンリハーサル参加ごくろう
さまでした。
渡辺君、今井君、杉崎君

11/25（日）
東山ＩＡＣ創立総会

（上）ＩＡＣ結成調印式
（右）ｲﾝﾀｰｱｸﾄ旗ならびに備品贈呈
（下）21 名のメンバーでスタートです

（上）懇親会風景

（左）
他の学校のＩＡＣメン
バーも、お祝いに駆け
つけてくれました
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