2650 地区ガバナースローガン

『クラブに「個性」と「憧れ」を！』
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ロータリー財団の標語は「世界でよいこと
をしよう」使命としては「ロータリアンが、

「ロータリー財団月間に因んで」
ロータリー財団委員長

４８－１７

清水泰博

１１月はロータリー財団月間です。今年度
もロータリー財団委員会は受付けカウンタ
ーの募金ボックスの前に陣取り、寄付金をお
願いしています。
２６５０地区では、この年次寄付の目標額
を 180 ドル/人とされており、委員会として
の大事な仕事のひとつとして務めています
が、その他には３年後に地区に帰ってくる補
助金を活用できるように当年度理事会にお
いて申請等の手続きをすること、そしてもう
ひとつは東山クラブ入会歴の浅い会員の
方々にロータリー財団についての認識を深
めていただくことと考えています。

人々の健康状態を改善し、教育への支援を高
め、貧困を救済することを通じて、世界理解、
親善、平和を達成できるようにすること」と
定めてあります。
また、６つの重点分野としては「平和と紛
争予防/紛争解決」「疾病予防と治療」「水と
衛生」
「母子の健康」
「基本的教育と識字率向
上」「経済と地域社会の発展」があります。
今年度のロータリー財団フォーラムでは
「ロータリーカード」についての説明と、毎
年のテーマではあるようですが年次寄付金
と地区補助金やその他について皆様とご意
見を交わしたく考えています。
今年度も皆様のあたたかい思いやりの心
を毎週受付にてお待ちしています。
“あなたも世界でよいことをしよう！

-ロータリー財団月間-

本日の会合

本日の例会 クラブ・デー
開会点鐘
〔１２：３０〕
君が代斉唱
ロータリーソング♪ 奉仕の理想
会長挨拶
来客紹介
奨学金授与
幹事報告
新入会員スピーチ
「過ぎたるは猶及ばざるが如し」 青山真由美君
「はじめてのスピーチ」 深海季生君
今月のお祝い
閉会点鐘
〔１３：３０〕
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

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

１１月１０日（火）
第５回定例理事・役員会
例会終了後「平安の間」
情報集会第５組
18：00～「キャメロン」
京都東山 RAC-ﾛｰﾀﾘｱﾝ卓話橋本幸司会員
19：30～「八千代」

前回例会報告
会員数 76（28）名 出席者 59（18）名
ビジター 15 名
( )は出席率除外会員 出席率 89.4％
ゲスト
7名
第 2305 出席率
97.18％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）
次週の例会 １１月１７日（火）
東館４Ｆ「葵殿」
―スピーチ―
「狂言というお芝居」
茂山 あきら 様
次週の会合 １１月１７日（火）
情報集会第６組
例会終了後「平安の間」

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

今月のお祝い

■ロータリー財団月間

今月は、ロータリー財団月間です。皆様のご協力宜しく
お願い致します。

❁ １００％出席会員表彰
連続３４年間：城山君

■ロータリー希望の風奨学金

連続３１年間：中村（翠）君
連続 ５年間：郡君、岡武君
連続 ４年間：橋本君
連続 ３年間：井上（正）君、村岡君、中村

君

地区より、第 1 次として 10,000,000 円が送金され、ロー
タリー東日本大震災青少年支援連絡協議会より御礼
状及び感謝状が届いたとの報告がございました。ご案
内申し上げます。
■2015-16 年度第

2 回京都市内 24ＲＣ連絡協議会
会長・幹事会
11/13（金）18:30～「京都ホテルオークラ」に於いて開
催され、岩橋会長、岡武幹事が出席されます。ごくろう
さまです。

❁ 誕生日
岸君 １０日 柴田君 １５日
郡君 １７日 竹本君 １７日

❁ 夫人誕生日
吉田(良)君夫人

明子さん

３日

川勝君夫人

絢子さん

５日

薮下君夫人

正子さん

８日

安倍君夫人

嘍漓子さん

１２日

井上(武)君夫人

佳子さん

１５日

清水君夫人

佐和子さん

１５日

松下君夫人

啓子さん

１７日

西村君夫人

照子さん

２２日

大木(義)君夫人

映妃さん

２９日

❁ 結婚記念日
平野君 ３日 大木（義）君６日

■2015-16

ソウル国際大会説明会
11/14（土）14：00～「京都タワーホテル」に於いて開催
され、安澤国際奉仕委員長が出席されます。ごくろうさ
まです。
■第

2650 地区 RLI ﾊﾟｰﾄⅢ研修会
11/15（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。
■台湾新竹ＲＣ創立

61 周年記念式典
12/29（火）「新竹国賓ホテル」に於いて、台湾新竹ＲＣ
創立 61 周年記念式典が開催されます。詳細につきま
しては、後日ご案内いたします。ご参加のほど、よろしく
お願い致します。

坂田君１０日 安倍君１２日

ＲＡＣ報告

稲本君２０日 上村君２５日

【10/27（火）例会】 中西 RA 副委員長、福川委員、郡
会員、関根会員、寄本会員が出席されました。ごくろう
さまでした。

11/11 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「京都南座顔見世での襲名披露を前に」
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 例会変更 18：30～「京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ」
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

11/12
（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

11/13
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

東
見
西
竹
11/16 京 都 西
（月） 京 都 紫 野
京 都 中
京都平安
11/17 京 都 西 南
（火） 京 都 洛 中
京都洛南
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歌舞伎俳優 四代目 中村鴈治郎氏
＊ビジター受付は平常通り
RI 第 2650 地区ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会 委員長 会員 石田 徹氏
会員 山脇健司氏

-ロータリー財団月間に因んで-「ロータリー財団について」
「ロータリーの魅力」
クラブ・デー
休会
＊ビジター受付は平常通り
「書について」
本法寺 貫首 瀬川日照氏
クラブ・デー
「演奏とお話し『古都に甦る現代の琵琶』」
琵琶奏者 黒田月水氏
第 2 回クラブ協議会（ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問準備）「戦後 70 年！わが少年期を語る」
ＲＩ第 2650 地区ガナバー補佐 森田惠三氏
-会員スピ―チ-「飴屋の話 パート４」
中西康拡氏
「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
-ﾛｰﾀﾘｰ財団月間スピーチ-「ﾛｰﾀﾘｰ財団について」
地区財団補助金委員会委員長 京都嵯峨野ＲＣ会員 名井得郎氏
「明治維新の真相を探る」
会員 長谷川 晃氏
「生き続ける企業を目指して」
株式会社聖護院八ッ橋総本店 専務取締役 鈴鹿可奈子氏
「ﾛｰﾀﾘｰ財団について」
地区財団補助金委員長 京都嵯峨野ＲＣ会員 名井得郎氏
「新国立競技場建設に思う」
会員 岡崎韶之氏
「ﾛｰﾀﾘｰ財団について」
RI 第 2650 地区財団補助金委員長 京都嵯峨野ＲＣ会員 名井得郎氏
「あらたまって京都の伝統産業とは？」～74 品目の匠の技～
（公財）京都伝統産業交流ｾﾝﾀｰ専務理事 八田誠治氏
「市民と共に進める京都市の教育改革」
京都市教育長 在田正秀氏
『マイナンバー』の『真のねらい』について｣
会員 社会保険労務士 脇 巌氏
ﾛｰﾀﾘｰ財団フォーラム「ロータリーカードを理解して活用しよう」
RI 第 2650 地区資金推進委員会委員長 京都東山 RC 本田修造氏
「岡野弘彦という生き方」
京都造形芸術大学 教授 今日庵文庫 文庫長 京都紫野 RC 会員 筒井紘一氏
『ＲＬＩについて』
ＲＩ第 2650 地区ＲＬＩ委員会委員長、福井南ＲＣ会員 田中文夫氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

～１０月のスナップ～

ＩＡＣ報告
【国際ロータリー第 2650 地区 2015-16 年度インターアクト地区大会】
11/14（土）-15（日）「奈良市立一条高等学校」「ならま
ちセンター」に於いて
IA 委員長、
木村（安）IA 副委員長が出席されます。ごくろうさまで
す。

10/6（火） クラブ・デー

同好会情報
・野球同好会 11/24（火）14：00～「岡崎公園グラウンド」
・ﾛｰﾀﾘｰほろにが会 11/10（火）18：00～「レストラン菊水」

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜10/27＞
ロータリー財団
計 15,000 円 累計 441,800 円
財団月間にちなんで
大藤君
歯間ブラシ付つまようじ、都ようじ発売を祝して
本田君
米山記念奨学会
計 35,000 円 累計 372,000 円
歯間ブラシ付つまようじ、都ようじ発売を祝して
本田君
小坂さん、お世話になります。
福留君
一助に。
村岡君、中西君
ニ コ ニ コ 箱 計 179,000 円 累計 1,307,000 円
一助に。
金沢南ロータリークラブ様
始めまして、今日はお世話になります。どうぞ宜しくお
願い致します。
東京江東ロータリークラブ会長 斉藤美枝様
全国ロータアクト研修会アジア太平洋地域ロータアクト
会議のご理解、ご協力をお願い申し上げます。
地区ロータアクト委員会 宮本研二様
竹本昌生翁、今月誕生日おめでとうございます。
京都ロータリークラブ 竹本忠司様
山本幾雄様、本日スピーチありがとうございます。
今井君、谷川君、西村君、川勝君、岡武君
金沢南 RC、東京江東 RC、皆様ありがとうございます。
岩橋君
金沢南ロータリークラブよりお越しの皆様、本日はあり
がとうございます。
竹本君、山中君、小山君、中村（翠）君、清水君
柴田君、渡辺君、小野君、小森君、安澤君
平野君、吉田（武）君、松下君、岡武君、中西君
、布施君、谷口君、山田君、深海君
東京江東ロータリークラブよりお越しの皆様、本日はあ
りがとうございます。
小山君、植野君、平野君、渡辺君、村岡君
岡武君、松下君、福川君、井上（正）君
東京江東ロータリークラブの皆様、ようこそお越し下さ
いました。平手さんご苦労様です。
川中君
小山様、松井様、昨日はありがとうございました。
谷川君
小山様、谷川様、お世話になりました。
松井君
自祝。嬉しい事があって。
関係者のみなさま、お世話になりました。
中塚君
フランスに行ってきました。
布施君

100％出席・お誕生日お祝い
おめでとうございます。

米山奨学生 金 ボラ様

10/13（火）
同志社大学 学長
村田 晃嗣様

担当
松井 信五君

山本 幾雄様

