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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２０１５年３月１０日 第２２７９回例会 WEEKLY BULLETIN
「世界ローターアクト週間」に寄せて
ローターアクト委員会
委員長 岡武 和暁
○「世界ローターアクト週間」とは

（ロータリー・ジャパンのホームページより引用）
１９９３年、ＲＩ理事会は、ＲＡの創立２５周年
を記念して、３月１３日を含む１週間を、「世界ロ
ーターアクト週間（World Rotaract Week）
」に指定
しました。
各ＲＣには、地元のＲＡＣとの共同プロジェクト
や、親睦活動に参加するよう、呼びかけを行ってい
ます。参加により、ロータリアンは、ローターアク
ターから、若いエネルギーや、新しいアイデア、労
力を得ることができますし、ローターアクターは、
ロータリアンから深い知識や経験を学ぶことがで
きます。
（引用終わり）
それでは、今年度の「京都東山ローターアクトク
ラブ」について、ローターアクト委員長の立場から
報告させて頂きます。
まず対外活動については、継続活動である「リレ
ーフォーライフ」
（昨年９月）
、
「院内学級活動」
（準

４７－３３

備例会を含めて計５回、昨年１０月～今年１月）を
行いました。特に今年で８年目を迎える院内学級は、
恒例行事として定着しており、学級側もとても楽し
みにされていることを実感しました。今回は「ポー
セラーツ教室」を開催しましたが、生徒さんは熱心
に制作に取り組まれました。また、完成後のうれし
そうな生徒さんの顔がとても印象的でした。この２
つの対外活動は、「若年成人を対象に、奉仕を志向
する市民と指導者を育成する」というＲＡＣの趣旨
に叶うものと自負しております。
また、２月からは「ロータリアン卓話」が始まり
ました。既に福留会員、中西会員にご報告頂きまし
たが、非常に興味深いお話しに、アクターも聞き入
っておりました。３月以降は、清水会員（３月２４
日）、山本会員（４月２８日）、井上正博会員（６月
９日）の卓話が予定されております。
京都東山ＲＡＣ提唱クラブである東山ＲＣの皆
さま、ぜひＲＡＣの例会に顔をお出し頂き、アクタ
ーとの親睦を深めて頂ければと存じます。ＲＡＣに
つきまして、引き続きましてのご支援、ご指導を賜
りますようお願い申し上げす。

-識字率向上月間-

本日の例会 ＄１００万ランチ

開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ 我らの生業
会長挨拶
来客紹介
奨学金授与
幹事報告
－クラブ管理フォーラム－
担当：クラブ管理運営委員長 渡辺 剛士君
閉会点鐘

次週の例会 ３月１７日（火）

於：東館４Ｆ「葵殿」

‐新入会員スピーチ会員 谷口浩三君、山田幸一郎君
（ライトランチ）

次週の会合

第４回次年度理事・役員会
京都東山 RAC 例会

第 2650 地区ガバナー
北河原 公敬

会員数 78（31）名 出席者 61（24）名
ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 85.92％
ゲスト
0名
第 2276 回出席率 98.28％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

〔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

前回例会報告

例会終了後「平安の間」
19:30～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」

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

クラブ創立５０周年記念準備検討委員会

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

例会終了後「平安の間」

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

第９回定例理事･役員会議事録〈３/３(火)開催〉
1. 前回議事録承認に関する件
2. 京都マラソン委員会活動決算報告に関する件
3. 姉妹クラブ 40 周年記念金沢南 RC 訪問に関する件
(姉妹クラブ委員会)
4. 「クール京都」論文コンクールに関する件
(国際奉仕委員会)
5. 2650 地区米山記念奨学委員選任及び、奨学生カウ
ンセラー選任に関する件
6. クラブ管理委員会フォーラム(3/10)に関する件
7. お花見例会(3/31)開催に関する件(親睦委員会)
8. 今年度 RYLA に関する件
9. 市内 24RC 次年度共同事業に関する件
10.平成 2７年度緑の募金運動への協力依頼に関する件
11. 4 月プログラムに関する件
12. その他の事項に関する件…事務局体制に関する報告
13. 次回理事・役員会開催日時決定に関する件
平成 27 年 4 月 14 日(火) 例会終了後

幹事報告
■ ＄１００万ランチ

本日は１００万ドルランチを実施致します。会員諸兄妹、
ビジター各位のご協力をお願いします。
■ 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区 2015-16 年度
会長エレクト研修セミナー（PETS）
15 日（日）10：00～「ホテルグランヴィア京都」に於いて開
催され、岩橋会長エレクトが出席されます。ごくろうさま
です。
■ 東日本大震災四周年追悼
多数の犠牲者を出した未曾有の大災害から４年を迎え
ます。被災された全ての方々へ謹んで哀悼の意を表し
ます。この機に、「ロータリー希望の風奨学金」通して、
震災遺児達が進学の希望を断つことなく夢をかなえる未
来をご支援くださいますようお願い致します。

ＲＡＣ報告
【３/３（火）ＲＡＣ理事会】
岡武ＲＡ委員長、山本同委員が出席されました。ごくろう
さまでした。
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「私の生業について」
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同好会情報
ロータリーほろにが会 ３/１０（火）18：00～「ﾚｽﾄﾗﾝ菊水」

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜３/３＞
ロータリー財団
計２0,000 円 累計 869,560 円
一助に。
吉田（良）君
連続 2 年間 100％出席自祝。
布施君
ベネファクター基金積立
計 10,000 円／$84.75
累計 90,000 円／$762.7２
今月お祝いの皆様おめでとうございます。吉田（武）君
米山記念奨学会
計 34,000 円 累計 743,000 円
一助に。
井上（武）君、末松君
川勝さん、先日は大変お世話になりありがとうございま
した。
岸君
連続 2 年間 100％出席自祝。
布施君
ニ コ ニ コ 箱 計 90,000 円 累計 2,245,000 円
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。
中村（翠）君、城山君、佐貫君、川中君、小森君
渡辺君、戸田君、今井君、山中君、柴田君
連続 19 年自祝。
岩橋君
100％出席自祝。
布施君、中西君
夫人誕生日自祝。
鈴木君、上村君、中塚君
結婚記念日自祝。
布施君、中塚君
結婚４４年自祝。
奥田君
誕生日自祝。
岩橋君、小坂君、上村君
、竹之内君
誕生日・結婚記念日自祝。
横井君
雨中のゴルフ同好会お疲れ様でした！
村岡君
洛東ロータリーとの合同ゴルフ同好会コンペに多数ご
参加頂き、ありがとうございました。
平野君
東山洛東合同ゴルフ優勝自祝。
杉﨑君
ルーツ新作カリョウクラブ最高です！！
中西君
中西さん。お世話になりました！
岡武君
希望の風奨学金
計 5,000 円 累計 215,000 円
一助に。
竹之内君

㈱安田念珠店 代表取締役社長 会員 安田容造氏
「教えとは」
臨済宗天龍寺派法務部長 壽寧院住職 小川湫生師
「金管 5 重奏」 京都産業大学神山交響楽団 高澤氏 小倉氏 寺田氏 谷口氏 藤井氏
「インドネシア水開発事業について」
ボナンノ ジャンヌカ氏
「クラブ・デー」
「国家の赤字財政の立て直し」
大阪大学名誉教授 立命館大学フェロー 加地伸行氏
「私とアクト活動」
2014-2015 年度 京都北ローターアクトクラブ 会長 石田恵莉氏
「クラブ・デー」
「志と誇りを育む教育」
東山開睛館（京都市立開睛小学校、開睛中学校）校長 初田幸隆氏
「いのちの博物館～京都市動物園の歴史と役割～」
京都市動物園 園長 秋久成人氏
「町家の暮らしと女の精神力（こころ）」
西陣暮らしの美術館 冨田屋 当主 京都さくら RC 会員 田中峰子氏
「商店街の活性化について」
京都三条商店街振興組合 理事長 上田照雄氏
「地域における食とエネルギーの地産地消」
NPO 法人「丹後の自然を守る会」 理事長 蒲田充弘氏
「京都の交通課題と国道事務所のミッション」 国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所 事務所長 濱田 禎氏
京都洛南 RC との合同例会
未定
「京の七野」
下御霊神社宮司 出雲路敬直氏
「高雄の地域おこしについて」
高雄地域活性化アドバイザー （有）ｱｰｷﾃｸﾄﾀｲﾀﾝ共同主宰 河原 司氏
「健康で長寿の秘訣」
高橋浩昭氏 山本章治氏
「私の日本放浪記」
京都府立大学講師 崔 杉昌氏
「意外と知らない髪の毛の話」
会員 藤本佳子氏
クラブ奉仕フォーラム
「京都におけるインバウンドの現状」
公益財団法人京都文化交流ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ国際観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ部 部長 赤星周平氏
「四柱推命が教えてくれる決断のスイッチを入れる時」
運勢診断士、高島易断京都鑑定所 寿周会理事 高島直妙氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

