愉しもうロータリータイム（機会）
育もうロータリーハート（精神）

MEETING ON TUESDAY 12:30
THE WESTIN MIYAKO KYOTO
Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan
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２０１４年８月５日 第２２５１回例会 WEEKLY BULLETIN
「ローターアクト会長就任挨拶」

４７－５

てまた色々な方々との繋がりや、今後の京都東山

京都東山ローターアクトクラブ
会長 安倍 禎一
２０１４‐２０１５年度会長を務めさせて戴く事になり

ローターアクトクラブの基盤となるような活動に
して行きたいと考えております。またこの活動によ
ってローターアクトクラブの素晴らしさをもっと

ました、安倍禎一です。宜しくお願い致します。

一般の方に知って頂き、共感してもらい、アクター

今年度のクラブテーマは「はじめ」とさせて戴きま

として活動したいと思ってもらえる人に巡り会え

した。私もこの京都東山ローターアクトクラブに

ればとも思っております。

お世話になりだして、
早いもので１０年の年月が過ぎ

私自身も初心に戻り、改めてアクト活動を振り返

ました。この１０年の中で多くの方と出会い、勉強さ

り、勉強をし直そうと思います。そうする事によっ

せて戴き、成長させて戴きました。しかし現在のク

て新しい会員の獲得や、より良い活動を見出せるの

ラブ員は在籍年数の短い会員がほとんどで、まだま

ではないかと考えております。未熟なクラブ員ばか

だアクトについての勉強中のメンバーばかりです。

りでご迷惑をお掛けする事も多々あるとは思いま

なのでこの一年間でクラブ員みんながアクトの事

すが、ロータリアンの皆様と多くの接点を持たせて

や良さを知り、アクターとしてしっかりと成長でき

もらう事で成長させてもらうことが出来ると思い

るような一年にしたいと考えています。

ます。今後とも京都東山ローターアクトクラブの

今年度も継続事業としての「院内学級」や「リレー
フォーライフ」をさせて頂きます。この活動を通じ

開会点鐘
君が代斉唱
ロータリーソング♪ 我等の生業
会長挨拶
来客紹介
奨学金授与
幹事報告
今月のお祝い
閉会点鐘

〔１２：３０〕

第 2650 地区ガバナー
北河原 公敬

会員数 78（31）名 出席者 63（18）名
ビジター 1 名
( )は出席率除外会員 出席率 96.92％
ゲスト
4名
第 2248 回出席率 98.53％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ８月１２日（火）

〔１３：３０〕

本日の会合

２０１４－１５年度
国際ロータリー会長
ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン

ます。

前回例会報告

本日の例会 クラブ・デー

第２回定例理事・役員会

クラブ員にご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致し

例会終了後 「平安の間」

会長(理事) ·········· 小野
会長エレクト(理事) ·· 岩橋
直前会長(理事) ····· 杉﨑
副会長(理事) ······· 薮下
幹事(理事) ·········· 吉田
クラブ管理(理事) ···· 渡辺
(理事) ··· 横尾
広報(理事) ·········· 川勝
会員増強(理事) ····· 平野

富造
忠昭
則夫
清三
武雄
剛士
浩志
裕之
俊雄

於：東館４Ｆ「葵殿」
－会員増強クラブ・フォーラム－
「会員増強はクラブ活性化への近道」
地区会員増強・拡大委員長、京都洛西ＲＣ会員 平岡弘行氏
地区会員増強・拡大委員、京都さくらＲＣ会員 石松陽一氏
担当 会員増強委員長 平野俊雄君
～クラブ・アッセンブリー～前年度決算報告

次週の会合
クラブ戦略策定委員会 ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ終了後「千草の間２」
京都東山ＲＡＣ－リレーフォーライフⅠ－
１９：３０～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」

ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事)···· 福留 幸一
ﾛｰﾀﾘｰ情報(理事)···· 中村 翠嵐
親睦活動(理事) ····· 小森 直之
Ｓ．Ａ．Ａ．(理事) ···· 森里 秀夫
職業奉仕(役員) ····· 岸 弘祐
社会奉仕(役員) ····· 坂田 均
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治
青少年奉仕(役員) ·· 中塚 浩
会計(役員) ·········· 竹之内米貴

副幹事 ········· 郡 正樹
副幹事 ········· 上村 承生
副幹事 ········· 松下 明史
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 松井 信五
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 村田 好謙
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 中島 陽子
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 佐々木虚室
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 橋本 幸司
副会計 ········· 山本 眞也

第２６５０地区
ガバナー補佐
中村 翠嵐
財団資金推進委員会
委員長 本田 修造
米山奨学委員会
委員
岩橋 忠昭
インターアクト委員会
委員
福留 幸一

事務局：〒605-0052 東山区粟田口華頂町 1 ウェスティン都ﾎﾃﾙ京都 6Ｆ TEL.(075)762-5630 FAX.(075)752-3309 Mail. info@higashiyamarc.com

新会員紹介

■ 第１回京都市内

24ＲＣ連絡協議会会長・幹事会
８日（金）１８：００～「リーガロイヤルホテル京都」に於
山田幸一郎（やまだ こういちろう）会員
いて開催され、小野会長、吉田幹事が出席致します。
勤務先：〒541-0042
■ <京都ﾌﾞﾛｯｸ>ｸﾗﾌﾞ米山委員長会議
大阪市中央区今橋 2-2-17
９日（土）１４：００～「メルパルク京都」に於いて開催さ
今川ビルディング 2F
れ、佐々木米山記念奨学委員長が出席されます。ごく
株式会社ＣＡＰｓ 代表取締役
ろうさまです。
■ アッセンブリー日程変更のお知らせ
TEL：06-6125-5701
８月１９日（火）に予定されておりました前年度決算
FAX：06-6125-5702
報告に関するクラブ・アッセンブリーを、次週１２日（火）
自宅：〒604-0885
の例会終了後に変更致します。
京都市中京区竹屋町通間之町東入大津町 643-2
--------------------------------------------TEL・FAX：075-213-24547 ■ 前年度理事会報告 先週２９日（火）１８：００～「八
千代」に於いて開催され、ヤレヤレ会決算に関する件、
職業分類：建築設計
前年度会計決算に関する件が承認されました。
推薦者：岩橋 忠昭君・森里 秀夫君

今月のお祝い

同好会情報

❁ １００％出席会員表彰
連続１２年間：清水君
連続８年間：中塚君、福留君
連続７年間：川勝君、山本君、安澤君
連続６年間：坂田君
❁ 誕生日
今村君 ３日
安澤君
３日
安倍君 ９日
福留君１３日 大木(博)君１５日
磯田君２２日
末松君２６日 木村(茂)君２７日
鈴木君２７日
本田君２８日
村田君３０日
❁ 夫人誕生日
谷口君夫人
智子さん
2日
中川君夫人
千佳さん
１１日
岸君夫人
英華さん
１２日
木村(茂)君夫人
みどりさん
２３日
今井君夫人
桂子さん
３１日

幹事報告
■ お礼

ﾛｰﾀﾘｰほろにが会 ８/１９（火）１８：００～｢リーガロイヤル H 京都｣

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜7/29＞
ロータリー財団 計 170,200 円 累計 265,200 円
良い事がありました。
西村君
北河原ガバナーをお迎えして。
小野君
北河原ガバナー、本日はごくろうさまです。 渡辺君
山田幸一郎君、本日ご入会おめでとうございます。松井君
塩路先輩、大変お世話になりました。
平野君
一助に。
吉田（良）君
入会にあたって。
山田君
＊今回の寄付にて、西村会員は１１回目、松井会員は
９回目のﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰになられました。（既
にお二人とも大口寄付者）おめでとうございます。
米山記念奨学会
計 47,000 円 累計 147,000 円
ガバナーご一行様、本日はありがとうございます。吉田（武）君
北河原公敬ガバナーをお迎えして。
中西君
山田さん、入会おめでとうございます。
渡辺君
暑中お見舞い申し上げます。
末松君
城山さん、先日はありがとうございました。
小森君
入会にあたって。
山田君
（別紙につづく）

先週のガバナー公式訪問例会並びにクラブ
協議会には、多数ご出席いただき誠に有難うございま
した。御協力に感謝申し上げます。
８/６ 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 新会員ｽﾋﾟｰﾁ「挨拶言葉『ご安全に!』と美しい建設現場」
（水）

京都西北
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

８/７

京 都 南
京 都 北
京都洛北
京都洛東
京都桂川
京都 ﾓｰﾆﾝｸﾞ
京都さくら
京都西山
京 都 東
京都伏見
京都洛西
京都紫竹

（木）

８/８
（金）

８/１１

西
野
中
安
８/１２ 京 都 西 南
（火） 京 都 洛 中
京都洛南
（月）

京 都
京都紫
京 都
京都平

ら ん ざ ん
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ H
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H※
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
ｳｪｽﾃｨﾝ都 H
ｾﾝﾁｭﾘｰ H
京都Ｈｵｰｸﾗ※
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH★
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ☆
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ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
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福永 博氏
「私の健康法」
会員 森定秀夫氏
「庭園美へのいざない」
㈱植芳造園 代表取締役 井上剛宏氏
「ＲＹＬＡ報告」
2013-14 年度ＲＹＬＡ受講生 永尾卓也君
「夏バテ時の健康管理について」
会員 田口保志氏、西澤明彦氏
「野球界の現状」
プロ野球解説者 吉田義男氏
「故 本田 茂会員追悼例会」
「漫才師から弁護士へ」
角田龍平の法律事務所 弁護士 角田龍平氏
新会員ｽﾋﾟｰﾁ「行動無くして結果無し、道を開けていく」 熊﨑紀一郎氏、 「私の職業奉仕」 西川浩久氏
「税金よもやま」
会員 田中 守氏
「伊勢神宮 御遷宮について」
市比賈神社 宮司、会員 飛彈富久氏
「易占１０８の質問」
高島易断鑑定所 寿周会主宰 高島寿周氏
「クラブ管理運営フォーラム」
クラブ管理運営委員長 平田喜洋氏
「良き友を呼ぶ：会員増強に因んで」
会員 左右田健次氏
「未定」 前衆議院議員、同志社大学大学院嘱託講師(総合政策科学研究科) 北神圭朗氏
「装潢技術」
㈱藤岡光影堂 代表取締役、京都北ＲＣ会員 藤岡春樹氏
「家族納涼例会」（例会時間・場所臨時変更）
＊ビジター受付はございません
-休会＊ビジター受付は平常通り
「Ｉ.Ｍ.開催前の移動例会」（例会場臨時変更）
＊ビジター受付はございません
-休会＊ビジター受付は平常通り
「青少年交換留学生スピーチ 小島千佳さん壮行会」
-休会＊ビジター受付はございません
-休会＊ビジター受付は平常通り
-休会＊ビジター受付はございません

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

＊今回の寄付にて末松会員は７回目の米山功労者ﾏﾙ
ﾁﾌﾟﾙになられました。おめでとうございます。
ニ コ ニ コ 箱 計 101,000 円 累計 359,000 円
公式訪問自祝。
ガバナー 北河原公敬様
公式訪問自祝。
ガバナー補佐 中村翠嵐様
公式訪問自祝。
副幹事長 武藤廣茂様
公式訪問自祝。 公式訪問担当副幹事 多田 実様
いつもお世話になっています。
京都洛東ロータリークラブ 梶原章二様
北河原公敬ガバナーをお迎えして。
木村（安）君、坂田君、稲本君、小林君、岡武君
小山君、清水君、中村（弘）君、渡辺君、城山君
磯田君、竹本君、今井君、谷川君、末松君

山田幸一郎君、本日ご入会おめでとうございます。
森里君、井上（勝）君、郡君、小山君、小森君
平野君、布施君、中塚君、西尾君、中西君
小野君、中村（弘）君、安澤君
本日入会しました。宜しくお願いします！
山田君
竹本さん、川中さん、大変おめでとうございました。 鈴木君
城山さん、ありがとうございました。
横田君
岩橋さん、薮下さん、有難うございました。
川中君
塩路さん、先達ては有難うございました。
植野君
村田好謙先輩、素晴しい指揮を期待しております。
橋本君、佐々木君
誕生日自祝。
福川君
希望の風奨学金
計 5,000 円 累計 10,000 円
希望の風の一助に。
横田君

～７月のスナップ～

7/8（火）クラブ・デー
米山功労者表彰：井上（武）会員
地区ＲＬＩディスカッションリーダー就任：岩橋会員
米山カウンセラー就任：安澤会員
（右）お誕生日お祝い、出席 100％お祝い
おめでとうございます！
7/15（火）「就任挨拶」
森里Ｓ.Ａ.Ａ.
小森親睦活動委員長
中村（翠）ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長
7/29（火）北河原公敬ガバナー公式訪問

山田会員入会式

7/15（火）東山高校インターアクトクラブ
祇園祭清掃ボランティア活動

クラブ協議会風景

