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１１月２４日 第２３１１回例会 WEEKLY BULLETIN
「情報集会第４組報告」
2015 年 10 月 27 日（火）18 時～
於：「キャメロン」
出席者：◎吉田(武)、小山、今村、末松
渡辺、岩橋、岸、岡武、郡
橋本、中村(吉)
（敬称略）
関根会員も週報に書かれていますが、最初
に岩橋会長に「情報集会」の語源を教えてい
ただき、和やかに集会が始まりました。
吉田(武)リーダーの進行のもと、下記議題
について意見交換が行われました。
1. 50 周年に向けて
2. 例会を楽しくするには
50 周年に向けて、多くの方が述べられたの
は、我がクラブがどういうクラブであるべき
か、ということでした。

本日の例会 $100 万ランチ
〔１２：３０〕

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

具体的な事業については、「疎水」で何か
できないかという案が出ました。疎水が山科
～東山を結ぶシンボルになるのではという
ご意見でした。
続いて、例会を楽しくするには、という議
題に移りました。
例会については、多くの方が「楽しい」と
述べられました。先輩の話を聞くのが楽しい
ので、いつも違う席に座るようにしていると
いう話や、もっと多くの人と話がしたいとい
う声が上がりました。
（裏面へ続く）

会員数 76（28）名 出席者 58（22）名
ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 82.9％
ゲスト
1名
第 2307 出席率
97.06％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 １２月１日（火）

東館４Ｆ「葵殿」

クラブ・デー/年次総会

クラブ・フォーラム（ロータリー財団）
担当 ロータリー財団委員長 清水 泰博君
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

我がクラブには素晴らしい伝統があるこ
と、うちのクラブは良いクラブであると何人
もの会員が熱く語られました。そのクラブの
伝統の延長線上に 50 周年があるのだという
こと。原点にもどるべきというお話、また、
50 周年に向けて、「今」をしっかりやってい
くべきという意見もありました。

前回例会報告

-ロータリー財団月間-

開会点鐘
ロータリーソング♪ 我らの生業
会長挨拶
来客紹介
幹事報告

４８－１９

忠昭
剛士
富造
義高
和暁
安輝
清三
弘祐
均

次週の会合

１２月１日（火）
第６回定例理事・役員会
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

また、会員の人となりを知るためにも、も
っと多くの会員に週報に寄稿してもらいた
いという意見がありました。
例会に出席できないのは、例会が楽しくな
いからではない（仕事が多忙など他の理由で
やむなく）というご意見もあり、例会が楽し
いことと例会への出席が必ずしもリンクし
ない難しさを感じました。
あっという間に小一時間が過ぎ食事の時
間となりました。キャメロンバーグなど美味
しい料理とお酒の力もあり、様々な話題に花
が咲き、とても楽しい時間を過ごすことがで
きました。
（報告：副リーダー中村( )）

幹事報告

ＲＡＣ報告
【11/10（火）例会】 中西 RA 副委員長、福川委員、橋
本会員、郡会員が出席されました。ごくろうさまでした。

同好会情報
・野球同好会
11/24（火）14：00～「岡崎公園グラウンド」
12/22（火）14：00～16：00「岡崎公園グラウンド」
・ロータリーほろにが会
12/8（火）18：00～「レストラン菊水」

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜11/17＞
ロータリー財団
計 70,000 円 累計 698,800 円
叙勲、恐縮と感謝です。
奥田君
産業功労賞を頂いて。
山中君
財団月間、よろしくお願いします。
岡武君
ロータリー財団月間に因んで。
中村（翠）君
小坂さん、大変お世話になります！
福留君
一助に。
、松下君
米山記念奨学会
計 10,000 円 累計 394,000 円
産業功労賞を頂いて。
山中君

■ ＄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、
ビジター各位の皆様のご協力をお願いします。
■ 「情報集会」全６回終了

9/29 より、開催されました「情報集会」が 11/17 を持ちま
して全 6 回、無事終了いたしました。ご参加頂き、ご議
論頂いた皆様、本当にありがとうございました。
■「クラブに個性と憧れを！」研修セミナー

11/28（土）13：30～「大津プリンス」に於いて開催され、
岩橋会長、小野直前会長が出席されます。ごくろうさま
です。

ニ コ ニ コ 箱 計 66,000 円 累計 1,493,000 円
茂山あきら様、本日スピーチありがとうございます。
柴田君、吉田（良）君、渡辺君、岡武君
西村君、小山君、布施君、竹本君
上村君、坂田君、谷口君、吉田（武）君
奥田歓信会員、瑞宝小綬章おめでとうございます。
中村（弘）君、松井君、中塚君、小坂君
産業功労賞を頂いて。
山中君
山中さん、産業功労賞受賞おめでとうございます。
小坂君、中塚君、松下君
入会 42 年目を迎えて。
竹本君
米寿を迎えて。
竹本君

11/25 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「日韓自治体交流、民際交流の現状と課題」
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「最先端の塗装について」
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

11/26
（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

11/27
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

東
見
西
竹
11/30 京 都 西
（月） 京 都 紫 野
京 都 中
京都平安
12/1 京 都 西 南
（火） 京 都 洛 中
京都洛南
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大阪市立大学 教授 朴 一氏
会員 藤本 誠氏
「障害のある人々のスポーツの普及・発展～『2020 年東京ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ大会』を契機として～」
シッティングﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 女子日本代表コーチ 冨田圭造氏
「財団いろいろ」
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 三宅由起氏
「舞鶴から世界へ語り継ぐ」～ﾕﾈｽｺ世界記憶遺産登録記念～
奥平昭智氏
例会変更
＊ビジター受付は平常通り
～友愛例会～
「女子ﾌﾟﾛｺﾞﾙﾌﾂｱｰ」
元ＬＰＧＡ（一般社団法人日本女子ﾌﾟﾛｺﾞﾙﾌ協会）理事 山口喜美恵氏
「スーパーサーズデー」
「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
-会員スピーチ-「我が社における買収と新卒採用による人材強化」
会員 堀場 厚氏
「雑感」
1999-2000 年度 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区 地区幹事長 京都洛西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会員 加藤善彦氏
「ＲＬＩ」とはなんだろう？
ＲＬＩ委員会 地区ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 京都東山ＲＣ会員 岩橋忠昭氏
「皇室にお仕えして」
一般財団法人伝統文化保存協会理事長 今井 賢氏
～新会員スピーチ～
髙野朝琴氏、前田和江氏
「職業奉仕スピーチ」
会員 秋田正人氏、桐木孝和氏
「おいしい紅茶の入れ方」
～ちょび髭ｶｯﾌﾟと宝箱～講師 森田恵子氏
「おもてなし＝おおきに」
元祇園甲部芸妓 ｼﾞｬｽﾞｼﾝｶﾞｰ 真 筝 氏
第 5 回クラブ・フォーラム クラブ奉仕部門
「日本酒のおいしい飲み方」
㈱ﾘｰﾌ・ﾊﾟﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ編集制作部 編集長 上山賢司氏
「ＲＬＩについて」
ＲＬＩ委員会 副委員長（水口ＲＣ）岡村俊男氏
「未定」
株式会社粟田建設 代表取締役会長 粟田純司氏
「琳派にみるデザインの神髄」
グラフィックデザイナー 久谷政樹氏
「未定」

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

結婚祝い。妻誕生日祝い。ありがとうございます。
安倍君
渡辺様、昨日はありがとうございました。
清水君、松下君
横尾さん、ありがとうございました。
中村（弘）君

希望の風奨学金
計 10,000 円 累計 229,000 円
産業功労賞を頂いて。
山中君

１２月 のプログラム
１日（火） クラブ・デー/年次総会
８日（火） 三味線と小唄 黒川哲夫 様＋他 1 名
（ライトランチ）
１５日（火） 年忘れ家族例会
＜例会１７：３０～＞
２２日（火）会員スピーチ
「日々是祈日-にちにちこれいのりのひ-」
豊国神社 宮司 吉田武雄 君
２９日（火） ―休 会―
＊ビジター受付は行いません。

