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
Kanazawaminami

２０１５年９月８日 第２３０２回例会 WEEKLY BULLETIN
「姉妹クラブ表敬訪問を終えて」
姉妹クラブ委員長

４８－１０

例会終了後の懇談会では互いのクラブ事
平野俊雄

8 月 25 日 岩橋会長、渡辺会長エレクト、
岡武幹事、清水次年度幹事、そして平野のメ
ンバーで、姉妹クラブ金沢南ロータリーさん
へ表敬訪問に行ってまいりました。例会場に
我々が姿を見せた瞬間から北敏一会長をは
じめ会員の皆様に温かく迎えて頂き、親睦を
大事にされている様子が伝わってまいりま
した。
卓話には金沢市長の山野之義氏が登壇さ
れ、「金沢のまちづくり」をテーマに切れ味
抜群のスピーチを拝聴できたので、良き金沢
土産となりました。

情を交換しましたが、金沢南ＲＣでは、まも
なく会員と会員の御令嬢が結婚されるとい
うめでたいニュースも聞くことができまし
た。当日にはお祝いの電報などお届けしたい
と思います。また、幹事の坂東久雄様、提携
クラブ委員の山内謙一様が仰った「炉辺会合
がいつも楽しく、若い会員も楽しみにしてい
る」の言葉にクラブ内の良き雰囲気を感じま
した。北会長からは昔はゴルフや観光などで
行き来したが、いつのまにか途絶えてしまい
ました。是非ゴルフなどで交流を促進し、ど
んどんと親睦を深めていきましょうとの言
葉を頂き、１時間３０分にわたり盛り上がっ
た懇談会を終え、帰路につきました。
（裏面へ続く）

-基本的教育と識字率向上月間-

本日の例会 ライトランチ
開会点鐘
〔１２：３０〕
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
-ロータリー情報・クラブフォーラムー
ロータリー情報委員長 稲本 初弥君
閉会点鐘
〔１３：３０〕

本日の会合
RAC 院内学級

２０１５－１６年度
国際ロータリー会長
K.R.ラビンドラン
第 2650 地区ガバナー
中澤忠嗣

13：40～
「京都府立医科大学附属病院」
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

忠昭
剛士
富造
義高
和暁
安輝
清三
弘祐
均

前回例会報告
会員数 77（29）名 出席者 65（21）名
ビジター 3 名
( )は出席率除外会員 出席率 94.2％
ゲスト
1名
第 2298 出席率 94.29％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ９月１５日（火）

東館４Ｆ「葵殿」

－敬老のお祝い－
スピーチ

小坂 文夫君

次週の会合
RAC 院内学級

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

13：40～
「国立京都病院」

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

帰りのサンダーバードは台風の影響で京

ＲＡＣ報告

都駅着は大幅に遅れましたが、金沢南ＲＣ様

【9/1（火）理事会】川勝 RA 委員長、岡武幹事が出席さ
れました。お疲れ様でした。

との友情を深められた満足感もあり、また東

ＩＡＣ報告

山ＲＣメンバー同士もさらに親睦を深める
ことができ、楽しく過ごせましたこと報告致

【9/12（土）IAC 第９回例会】15：00～「東山高等学校」
に於いて開催され、
副委員長が出席されます。ごくろうさまです。

します。

同好会情報

第３回定例理事･役員会議事録〈9/1(火)開催〉
議 案
1. 前回議事録承認に関する件 一部修正の上、承認
2. 定款・細則・内規改訂に関する件
次回理事・役員会に改訂案を提出し議論頂く
3．今年度事業に関する件
９月５日に下見に訪問、継続審議
4．10 月プログラムに関する件 承認
5．次回 第４回理事・役員会開催日時決定に関する件
2015 年 10 月 6 日(火) 例会終了後開催 承認

・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」

幹事報告
■ 次々年度会長決定

先週の年次総会にて承認され、次々年度会長が決定
しました。会長ノミニー（創立５０周年度会長）・・・小森直之君
■ 今年度特別事業

9/5（土）9:30～ 奉仕プロジェクト委員会メンバーが
特別事業の会場「百々小学校」を訪問し、生きた虹鱒
を締めて内臓を裁いた後、炭火で食べました。
薮下委員長、川中副委員長、郡社会奉仕委員長、
吉田(武)職業奉仕委員長、竹之内青少年奉仕委員長、
横尾会員、村田会員、岡武幹事が参加されました。
お疲れ様でした。
■第

2650 地区ＲＬＩパートⅡ研修会
9/13（日）9：40～「京都文教学園」に於いて開催され、
渡辺会長エレクト、清水ロータリー財団委員長が出席さ
れます。ごくろうさまです。

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜9/1＞
ロータリー財団
計 35,000 円 累計 276,800 円
今月のお祝いの皆様に。
横井君
ゴルファーは歯が命！中村先生ありがとうございます。
平野君
一助に。
布施君、杉﨑君
米山記念奨学会
計 35,000 円 累計 159,000 円
一助に。
杉﨑君、井上（武）君、岡武君、布施君
ニコニコ箱
計 64,000 円 累計 796,000 円
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。 岩橋君
松井君、今村君、今井君、西村君、松下君、郡君
金沢南 RC への表敬訪問された皆様ごくろうさまでした。
吉田（良）君、岩橋君、川中君
小森君、中塚君、清水君
姉妹クラブ表敬訪問お疲れさまでした。
平野君
納涼例会、ありがとうございました。
山本君
納涼例会、おつかれさまでした。
福留君
城山さん、お世話になりました。
渡辺君
２学期スタートです。
奥田君
ゴルフ同好会コンペ晴れますように！布施君、村岡君
100％出席自祝。
吉田（武）君
誕生日自祝。
小山君、中村（弘）君
稲本君、井上（正）君
結婚記念日自祝。
岸君
希望の風奨学金
計 10,000 円 累計 194,000 円
一助に。
杉﨑君

9/9 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ -例会時間 8：00～9：00 に変更-「ミラノ万博-和食の世界進出元年-」
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「【伝える】ということ」
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

9/10
（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

9/11
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

9/14
（月）
9/15
（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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㈱美濃吉 代表取締役社長、京都ＲＣ会員 佐竹 力總氏
ＫＢＳ京都 アナウンサー 竹内弘一氏
「叙勲・褒章の裏ばなし」
㈱大喜商店 代表取締役 松本真明氏
祝日休会
＊ビジター受付はございません
祝日休会
＊ビジター受付はございません
新会員スピーチ
「変えられるのは未来と自分」林 誠一郎氏、「職業奉仕を考える」 樋口秀明氏、｢国宝・重要文化財の本当の価値とは？｣仲田順英氏
～新入会員ｽﾋﾟｰﾁ～「自己紹介」
会員 八木悠祐氏
クラブ・デー
「最近の金融経済情勢について」
日本銀行京都支店 支店長 大川昌男氏
「『時間から命へ』労働相談の現場から」
荒木康弘社会保険労務士事務所 荒木康弘氏
-第 3 回クラブ協議会（公式訪問前）
「原点に戻りロータリーを考えよう」
クラブ創立キーメン 名誉会員 山中祥弘氏、伊藤義浩氏、岩佐孝雄氏
「ロータリー財団セミナーに参加して」
会員 井澤 豊君
「周年事業を成長、発展の電源に」
会員 山科隆雄氏
「ガバナー公式訪問所感」
Ｒ．Ｉ．第 2650 地区ガバナー中澤忠嗣氏
「未定」
京都府参与（ミラノ万博関連事業担当） 松村明子氏
音楽例会
「『敦盛』薩摩琵琶演奏」
鶴田流薩摩琵琶奏者 平田 卓氏
第１回クラブ・フォーラム（社会奉仕部門）
例会変更
＊ビジター受付は平常通り
「イライラや肩こりから起こる栄養バランスと姿勢」
美容矯正オートクチュールアナリスト 代表 山口勝美氏
第２回クラブ・アッセンブリー ガバナー公式訪問準備
「未定」
㈱京つけもの西利 代表取締役社長 京都ＲＣ会員 平井誠一氏
「イタリア歌曲及びイタリアｵﾍﾟﾗｱﾘｱ」
声楽家 バリトン歌手 奈良教育大学教育学部 特任准教授、関西二期会会員 大谷圭介氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

