2650 地区ガバナースローガン

『クラブに「個性」と「憧れ」を！』

MEETING ON TUESDAY 12:30
THE WESTIN MIYAKO KYOTO

Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan
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「ローターアクト委員長として」
ローターアクト委員長

川勝 裕之

今年度ローターアクトクラブの委員長を
務めさせていただくことになりました川勝
でございます。私がローターアクトクラブの
委員長を務めさせていただくのは今年度で
三度目でございますが、私自身まだまだ未熟
でございますので、若いアクター達と共に成

また、今年度から中西会員のご好意で、南
禅寺八千代さんでアクト例会をさせていた
だくことになりました。中西さん本当にあり
がとうございます。例会におきましても、ア
クトメンバー達が一生懸命取り組んでおり
ますので、ロータリアンの皆様と多くの接点
を持たせるためにも、一人でも多くの例会出
席のご参加をよろしくお願いいたします。
そして何より大切なのは、増強なくして存

長できればと思っております。
今年度の活動といたしましては、引き続き
院内学級に力をいれていきたいと思ってお
ります。大変お忙しいロータリアンの皆様方

続なしと思っておりますので、ロータリアン
の皆様にも新たな会員のご紹介を含め、ご協
力を賜りますようお願いいたします。

におかれましても可能であれば是非とも院
内学級にご参加いただければ幸いでござい
ます。
-会員増強・新クラブ結成推進月間-

本日の例会 納涼家族例会

東館２Ｆ「山城の間」
開会点鐘
〔１７：３０〕
ロータリーソング♪ それでこそロータリー
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
閉会点鐘
〔１７：４５〕
－納涼家族会－

東館２Ｆ「山城の間」
〔１８：００〕

本日の会合

第 2650 地区ガバナー
中澤忠嗣

会員数 77（29）名 出席者 62（19）名
ビジター 1 名
( )は出席率除外会員 出席率 92.5％
ゲスト
4名
第 2296 出席率 98.57％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）
*８月２５日（火）は休会です。

次週の例会 ９月１日（火）

東館２Ｆ「山城の間」
-クラブ・デー～クラブ・アッセンブリー～ 前年度決算報告

次週の会合
第３回定例理事・役員会

臨時理事・役員会

２０１５－１６年度
国際ロータリー会長
K.R.ラビンドラン

前回例会報告

会長(理事) ·········· 岩橋
会長エレクト(理事) ·· 渡辺
直前会長(理事) ····· 小野
副会長(理事) ······· 戸田
幹事(理事) ·········· 岡武
クラブ管理(理事) ···· 木村
(理事) ··· 薮下
広報(理事) ·········· 岸
会員増強(理事) ····· 坂田

例会終了後「吉水の間」

１７：00～「山城の間」

忠昭
剛士
富造
義高
和暁
安輝
清三
弘祐
均

ﾛｰﾀﾘｰ財団(役員) ···· 清水 泰博
ﾛｰﾀﾘｰ情報(役員) ···· 稲本 初弥
(役員) ·· 山本 眞也
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 中島 陽子
職業奉仕(役員) ····· 吉田 武雄
社会奉仕(役員) ····· 郡 正樹
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治
青少年奉仕(役員) ·· 竹之内米貴
会計(役員) ··········
淳二

副幹事 ········· 中村 翠嵐
副幹事 ········· 佐々木虚室
副幹事 ········· 村岡 正浩
副幹事 ········· 布施 栄一
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 小山 信一
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 関根 淳子
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 中村
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 福川 敦子
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 谷口 浩三

副会計 ········· 松下 明史
･･松井 信五
················· 中村 翠嵐

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

幹事報告
■ お礼

先週のガバナー公式訪問例会並びにクラブ協議会に
は、全ての理事・役員・委員長を始め多数の会員の皆
様にご出席頂きまして、誠にありがとうございました。
皆様の御協力・ご支援につきまして、心より感謝と御礼
申し上げます。
■ ＩＭご出席お礼

22（土）開催されたＩＭ第３組にご出席の皆様、おつか
れさまでした。
■ 本日は納涼家族例会

本日は納涼家族会です。楽しいひと時をお過ごしくだ
さい。山本委員長はじめ親睦委員会の皆さま、お世話
になりありがとうございます。

◆ タイムテーブル ◆
18：00

18：30

誕生日自祝。家内誕生日自祝。
夫人誕生日自祝。
100％出席自祝。

家族会スタート
挨

拶 /

乾

杯

タップダンスショー

→

教室

ジャクラーショー
20：0５ 挨

拶

/

終

ニコニコ箱
計 94,000 円 累計 692,000 円
京都東山 RC の皆様、安澤様、先日のほろにが会はと
ても楽しかったです。おもてなしに感謝。
京都西南 RC 池田敏子様
公式訪問自祝。
ガバナー 中澤忠嗣様
公式訪問自祝。
ガバナー補佐 田中誠二様
公式訪問自祝。
副幹事長 小林哲夫様
公式訪問自祝。
総務担当幹事 西脇眞次様
中澤ガバナーをお迎えして。
吉田（良）君、岩橋君、磯田君、今井君、鈴木君
佐貫君、本田君、中村（翠）君、木村（安）君
稲本君、今村君、西村君、小山君、中村（弘）君
谷川君、柴田君、竹之内君、吉田（武）君
上村君、
、岡武君、関根君、村岡君
、山田君
軟式野球６年ぶり全国出場。
奥田君
上村さん、お美味かったです。ありがとうございました。
坂田君

了

木村（茂）君
岸君
中塚君

希望の風奨学金
計 55,000 円 累計 184,000 円
中澤ガバナーをお迎えして。
佐貫君、坂田君、安澤君、山本君、清水君、布施君

９月 の プ ロ グ ラ ム
ＲＡＣ報告
『アクトの日』 登録のご案内
日 時 2015 年 9 月 13 日（日）9：10～11：45
地区統一テーマ 「Family」
京都南ゾーンテーマ 「家族で世界平和」
会 場 ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ京都（下京区西洞院通塩小路下る）
締 切 9/1（火）※お申込みは幹事・事務局までお願いします。

同好会情報
・ゴルフ同好会 9/6（日）名神八日市カントリークラブ
「第 70 回京都市内 24ＲＣ懇親チャリティゴルフ大会」
10/10（土） 琵琶湖カントリークラブ

・野球同好会 8/29（土）16：00～18：00
練習試合 VS 洛中 RC 殿田グランド
・ロータリーほろにが会第 700 回記念例会
9/8（火）18：00～20：00「ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ」

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜8/18＞
ロータリー財団
計 25,000 円 累計 241,800 円
中澤ガバナーをお迎えして。
小野君
軟式野球全国出場。
奥田君
一助に。
清水君、岸君
米山記念奨学会
一助に。

計 15,000 円 累計 124,000 円

戸田君、小森君

１日（火） クラブ・デー
８日（火） クラブ・フォーラム（ロータリー情報）
担当 ロータリー情報委員長
稲本 初弥君
〈ライトランチ〉
１５日（火）－敬老のお祝い－
２２日（火） 祝日休会
２９日（火）― スピーチ ―
「日本経済の現状と今後の方向は」
株式会社 帝国データバンク
代表取締役社長 後藤 信夫 様

8/26 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 例会変更
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「ガバナー公式訪問所感」
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

8/27
（木）

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

8/28
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

8/31
（月）
9/1
（火）

東
見
西
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
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＊ビジター受付は平常通り
R.I.第２６５０地区ガバナー中澤忠嗣氏
会員スピーチ 「職業分類・会員選考委員会の役割」
会員 田村善弘氏
クラブ・デー
「ブレインヘルス セミナー」
㈱ＭＳブレイン 代表取締役社長 土岐久美子氏
例会変更
＊ビジター受付は平常通り
～音楽例会～
フルート奏者 さつきさん
「会員増強について」
会員増強担当理事 貴舩慎一氏
「スーパーサーズデー」
クラブ・デー「フリートーキング」
「京人形師としての私の使命-日本人形文化の復活-」
京人形師 關原紫光氏
「小中一貫教育について」
京都市立高倉小学校 校長 岸田蘭子氏
「サッカー大会の報告」
社会奉仕委員長 山内克己氏
「小丸屋の商いと人のご縁」
㈱小丸屋住井 代表取締役 住井啓子氏
～ガバナー公式訪問前クラブ・アッセンブリー～
「未定」
京都伝統産業 ふれあい館 専務理事 八田誠治氏
「音楽例会 オーエボ演奏会」
オーエボ 岡山理絵氏、ピアノ伴奏 光永秀子氏
「マイナンバー法による企業の対応」
公益財団法人介護労働安定センター専門員 山田真由子氏
例会日時場所変更
＊ビジター受付はございません
「制作環境としての日常―自作について」
成安造形大学准教授 画家 伊庭靖子氏
「ＰＥＴ検査を正しく利用してもらうための話」
京都府立医科大学大学院医学研究科 消化器外科学 会員 岡本和真氏
「未定」
「鴨川の源流で環境を考える」
岩屋山志明院 住職 田中真澄氏
「未定」

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

