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２０１４年９月２日 第２２５５回例会 WEEKLY BULLETIN
「新世代月間に因んで」

４７－９

仕の使命は青少年の健全な育成に対する奉仕です。

青少年奉仕委員長 中塚 浩

我が東山クラブにはＲＡＣとＩＡＣを抱え、幅広い
年代に対し奉仕活動をしていると言えるでしょう。

昨年度まで新世代委員会という名称が今年度か
ら青少年奉仕委員会に変更になりました。

東山ＲＡＣはこれまで７年間にわたり難病で入院
する少年たちに院内学級の事業を通じて素晴らし

青少年と聞くと、昨今は陰湿なイジメや自殺、親や

い喜びをプレゼントして来ましたし、ＩＡＣのメン

友達への残忍な凶悪犯罪など暗いイメージがまず

バーは我々が支援する様々な奉仕活動を通じて社

先にくるというのは私だけでしょうか？本来は人
生のスタート地点でいよいよこれから明るい未来
に向かって！我々中年世代から見ると『若いなぁ・・』
『これからやなぁ！』と羨ましく思える輝ける世代
であるはずなのです。

会生活を学び、健全で頼もしい青年へと成長してい
ます。また我がクラブの今年度のメイン事業は、地
域のこどもたちにかるた大会やアニメ映画、演劇を
主催し、こども本来の笑顔や歓声が溢れる楽しい時
間をプレゼントするという事業です。

勿論、メディアが取り上げるセンセーショナルな話
題ばかり捉えているから偏ったイメージがついて

青少年の育成・教育は非常に難しいものですが、
それだけに素晴らしく意義のあることだと思いま

しまっただけで大部分の青少年は健全だ・・と信じ

す。引続き会員の皆様の興味と協力をよろしくお願

たいのですが・・。

いします。

振り返って、ロータリークラブにおける青少年奉

前回例会報告

本日の例会 クラブ・デー
開会点鐘

〔１２：３０〕

君が代斉唱

会員数 78（31）名 出席者 32（9）名
( )は出席率除外会員 出席率 57.14％
第 2252 回出席率 100％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

ロータリーソング♪ 友ら集いて
会長挨拶

次週の例会 ９月９日（火）

来客紹介

ライトランチ
−クラブ戦略策定クラブ・フォーラム−
担当 クラブ戦略策定委員長 松井 信五君

幹事報告
今月のお祝い
閉会点鐘

〔１３：３０〕

本日の会合
第３回定例理事・役員会
２０１４－１５年度
国際ロータリー会長
ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン
第 2650 地区ガバナー
北河原 公敬

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」

次週の会合
指名委員選挙
１１：３０～「千草の間２」
前期５０周年準備委員会
１３：３０～「千草の間１」
京都東山ＲＡＣ－ロータリアン卓話－ 村岡正浩会員
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

今月のお祝

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜8/24＞

❁ １００％出席会員表彰
連続１４年間：西尾君
連続 ５年間：吉田(武)君
❁ 誕生日
中村（弘）君 ６日 稲本君 １１日
小山君 １８日
井上（正）君 ２７日
❁ 夫人誕生日
木村（安）君夫人 みや子さん
７日
中西君夫人
里佳さん
１０日
横田君夫人
祐子さん
１２日
奥田君夫人
トキさん
２６日
❁ 結婚記念日
岸君 １４日
末松君２４日

ニコニコ箱
計 51,000 円 累計 638,000 円
本日の納涼例会、ありがとうございます。
京都東山ローターアクトクラブ
会長代理 田村和也様
幹事 渡辺亜紀子様
会計 田村旭彦様
親睦活動委員会の皆さま、本日の納涼家族会ありがと
うございます。
中村(弘)君、杉﨑君、川勝君、小野君、中島君
渡辺君、岩橋君、木村(安)君、松下君、今村君
木村(茂)君、小森君、中塚君、松井君、岡武君
平野君、村岡君、中川君、中村(吉)君、村田君
佐貫君、安澤君、吉田(武)君、布施君、西尾君

幹事報告

～８月のスナップ～

■ 納涼例会お礼

先週開催いたしました納涼家族例会へは多数のご
参加ありがとうございました。
■ 次週は指名委員選挙
次週９日（火）の例会前に、次々年度会長と次年度
理事・役員を指名する指名委員選挙を行います。いつ
もより少しお早めにお越しください。
■ 第 1 回京都市内２４ＲＣ連絡協議会 合同幹事会
５日（金）１８：００～「京都ホテルオークラ」に於いて開
催されます。吉田幹事、郡・上村・松下副幹事が出席
致します。
■ お知らせ 「第 13 回ロータリー全国囲碁大会」
１０月１１日（土）東京・市ヶ谷の日本棋院会館に於いて
開催されます。詳細は事務局へお問い合わせください。

８/５（火）クラブ・デー 出席１００％、
お誕生日お祝い おめでとうございます！

同好会情報
ゴルフ同好会
９/７（日） ９：２０集合 ｢日清都ＣＣ｣
ﾛｰﾀﾘｰほろにが会〈当番〉９/９（火）１８：００～｢ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲ京都店｣
囲碁交流会 ９/１１（木）１４：００～ ｢リーガロイヤル H 京都｣
９/３
（水）

９/４
（木）

９/５
（金）

９/８
（月）

９/９
（火）

京

都
京都西北
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀
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
京 都 西
京都紫野
京 都 中
京都平安
京都西南
京都洛中
京都洛南

京都Ｈｵｰｸﾗ
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 ☆
ｳｪｽﾃｨﾝ都 H
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞ H
ｾﾝﾁｭﾘｰ
★ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H

（別紙へつづく）

新会員ｽﾋﾟｰﾁ「今後の高齢化社会における銀行サービス」
浪江 徹氏
「２０２０京都文化フェア（仮称）に向けて」
京都府文化環境部部長 中井敏宏氏
「新しいリベラルアーツを求めて 文明哲学研究所について」京都造形芸術大学文明哲学研究所所長 井原甲二氏
「雑談」
会員 名井得郎氏
「未定」
「癌は完治する；癌免疫治療薬ＰＤ-1 抗体」
静岡県立大学法人理事長、京都大学大学院医学研究科名誉教授 本庶 佑氏
「西陣の箔屋から箔画へ」
箔画作家 野口琢郎氏
「ココロを開くマインドタッチ」１５万人の似顔絵の経験から得たもの
絵師 画家 東秀葛絵青氏
「サイバー犯罪の現状について」 京都府警察本部サイバー犯罪対策課ネットセキュリティ・サポートセンター ネットトラブル対策係長近藤勇二氏
「私の生い立ちと立ち上げたホテル」
会員 藤井文治郎氏
－京都中ＲＣとの合同公式訪問－（例会日時臨時変更）
＊ビジター受付は平常通り
「第２回クラブ・フォーラム～新世代委員会担当～」
「公式訪問に備えて」
「新世代月間スピーチ」 会員 松村匡利氏、 「地区青少年奉仕委員会について」 会員 岡本政明氏
―休会―
＊ビジター受付は平常通り
「京都府立植物園、波乱万丈の９０年」
京都府立大学客員教授、京都府立植物園名誉園長 松谷 茂氏
「白川学園１００年の歩み」
白川学園理事長・園長 脇田 宣氏
「グローカル人材の育成」
京都市立西京高等学校校長 村上英明氏
「堀川・西京の改革そして紫野高校が目指すもの」
京都市立紫野高等学校校長 竹田昌弘氏
「お月見例会」（例会時間・場所臨時変更）
＊ビジター受付は平常通り
「胃癌専門医から見た近藤誠医師の癌治療論」
会員 岡本和真氏
「動物病院の診療室から～ペットシンドロームのこと～」 吉田ペットクリニック院長、京都桂川ＲＣ会員 吉田 修氏
「次世代のエネルギーシステムを担う蓄電池―リチウムイオン電池は優れもの―」 京都大学産官学連携本部研究員・特任教授 小久見善八氏
「家業を継いだ私の思い」
和ろうそく老舗「わた悟商店」１０代目店主 和谷篤樹氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

８/１２（火）
会員増強クラブ・フォーラム
地区会員増強・拡大委員会
委員長 平岡弘行様、委員 石松陽一様
担当 会員増強委員長 平野俊雄君

８/１９（火）追悼例会
「追悼例会に因んで」
会員 奥田歓信君
「インターアクト海外夏季研修報告」
東山ＩＡＣ会員 成瀬太賀君、中井智滉君

８/２４（日）
納涼家族例会 ～京都東山ＲＡＣと合同～
於：鳥羽「旅荘 海の蝶」

８/２６（火）
～姉妹ｸﾗﾌﾞ～
金沢南ＲＣへ
表敬訪問

