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１２月１５日
第２３１４回例会 WEEKLY BULLETIN
ｒ
「情報集会第６組報告」
平成 27 年 11 月 17 日（火）13：30～
於：ウェスティン都ホテル京都「平安の間」
出席者 ◎竹之内 ○安澤 ○中川
西村、中村（翠）
、中村（弘）
川中、植野、松井、横尾、村田
岡武、上村、奥田〈敬称略〉

秋も深まり紅葉も少しずつ色づく季節に、
竹之内リーダーのもと「平安の間」にて
開催されました。
１．５０周年について
２．楽しい例会について
上記の１・２の議題について竹之内リーダ
ーの司会進行のもと各テーマについて、
出席者が順次意見を述べられました。

４８－２２

１．【５０周年について】
竹之内リーダー司会のもとに『50 周年につ
いて』各出席者から意見等が述べられました。
●ロータリーは、アメリカで誕生し発展して
行くのは２５周年・確立していくのは、５０
周年（半世紀）であり様変わりする年になる
と思う。
●京都で６番目のクラブであり中堅的なク
ラブから主導的クラブに成長してほしい。
●５年ごと周年事業を行っていたが、５０周
年は記念すべきイベントに当たり大変重要
であるので会員一致団結して組織としてや
っていき成功してほしい。
●単年度事業が多いので今回の５０周年は、
記念事業を行い継続事業があってほしい。
●２５周年の時は、３年前から準備をしてい
たので５０周年は既に実行委員会が立ち
あがっているのでどんどん進めて、家族も参
加して式典を行ってほしい。
（裏面へ続く）

-疾病予防と治療月間-

前回例会報告

本日の例会 年忘れ家族例会
-京都東山 RAC 合同例会-東館２Ｆ「山城の間」
開会点鐘
〔１７：３０〕
ロータリーソング♪ 友ら集いて
会長挨拶
RAC 会長挨拶
来客紹介
幹事報告
RAC 幹事報告
閉会点鐘
〔１７：５０〕
～年忘れ家族会～

会員数 75（27）名 出席者 50（17）名
ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 77％
ゲスト
0名
第 2310 出席率
94.29％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 １２月２２日（火）

東館４Ｆ「葵殿」

‐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

次週の会合

１２月２２日（火）
本事業奉仕プロジェクト委員会 例会終了後「平安の間」

東館２Ｆ「山城の間」
〔１８：００〕
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

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

●２５周年の時は、チャーターメンバーが多
くおられたが、５０周年になるとチャーター
メンバーが少なくなるので皆が一致団結し
て５０周年を成功してほしい。
●ありのままの事業を行い、お金を使わなく
てもいい事業は出来ると思う。
●ライオンズクラブは、身近な事業を行って
いるので我がロータリーも見習った方がい
いと思う。
●役をしていない人は何をするのかわから
ないのでもっと早く公開していくべきだと
思う。
●５０周年が終わると更に会員数が減るの
ではないかと危惧しているので更なる会員
増強に向けて引き締めて新しいスタートを
どうするかが大変大事だと思う。
以上の意見等がありました。
２．【楽しい例会について】
竹之内リーダー司会のもとに『楽しい例会
について』各出席者から意見等が述べられま
した。
●会員が自然に増える楽しいクラブ作りを
行っていき楽しい例会を行ってほしい。
●ゲストスピーカーの卓話は、普段聞けない
話が聞けるので大変楽しみにしているので
増やしてほしい。
●横の繋がりを大切にして他クラブの方に
もっと当クラブに来ていただき卓話をして
ほしい。

●出席免除になるとあまり来なくなるので
出席するように連絡してほしい。
●会員の元気な顔を見たり話をするのが楽
しみなので出席する。
●同好会や委員会も活用しながら楽しんで
いくのが一番である。
●続けて例会に来るかを自分で見出してい
かないと楽しくならないと思う。
●ロータリーに入って良かったと思うよう
にならないと例会は楽しくならないと思う。
●１週間に一度しか会わないので自分で切
り開かないと楽しくならないと思う。
●十人十色なので自己研鑚の場であると思
う。
今回の情報集会は１４名の多くの参加者で
意見等しやすい雰囲気で先輩・後輩の関係な
く活発な意見が交わされたと思います。
「５０周年」「楽しい例会」について積極
的に各メンバーから意見等が交わされまし
た。京都東山ロータリークラブは、市内６番
目発足のクラブですが、市内の中心的な存在
になるクラブ作りをしていき２６５０地区
一の魅力的なクラブに発展できる夢を膨ら
ませ私も日々精進していきたいと考えてい
ます。
合掌

12/16 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ -追悼例会-「故 堀場雅夫君を偲んで」
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 例会時間・場所臨時変更
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

12/17
（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

12/18
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

東
見
西
竹
12/21 京 都 西
（月） 京 都 紫 野
京 都 中
京都平安
12/22 京 都 西 南
（火） 京 都 洛 中
京都洛南
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（報告：副リーダー

中川）

R.I.元理事 千 玄室氏
＊ビジター受付は平常通り
＊ビジター受付は平常通り
＊ビジター受付はございません
＊ビジター受付は平常通り
＊ビジター受付は平常通り
＊ビジター受付はございません
＊ビジター受付はございません

例会変更
例会変更
例会変更
例会変更
例会変更
例会変更
「スーパーサーズデー」
例会日時変更
＊ビジター受付はございません
「インターネットと闘い方」
㈱ふたば書房 代表取締役 洞本昌哉氏
例会変更
＊ビジター受付はございません
例会変更
＊ビジター受付は平常通り
－ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ－「いつも人から」の理念形成について～高島屋の生い立ちと理念～
会員 岡部恒明君
「食品衛生～ノロウィルスに関して～」
京都下京区役所保健部衛生課課長 小原孝浩氏
例会変更
＊ビジター受付は平常通り
例会変更
＊ビジター受付はございません
新入会員ｽﾋﾟｰﾁ「未定」
会員 中村辰靖君
例会変更
＊ビジター受付はございません
例会変更
＊ビジター受付は平常通り
例会変更
＊ビジター受付はございません
「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
例会変更
＊ビジター受付は平常通り
例会変更
＊ビジター受付は平常通り

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

幹事報告
■ 本日は年忘れ家族例会

本日は年忘れ家族会です。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。

Tel（075）344-4477 Fax（075）342-4131
Email:suzakurc@mbox.kyoto-inet.or.jp
※電話、Fax 番号、E-mail の変更はございません。

ＲＡＣ報告
【12/8（火）例会】 中西 RA 副委員長、福川同委員が
出席されました。ごくろうさまでした。

同好会情報
◆ タイムテーブル ◆
18：00

家族会スタート
挨

18：30

拶

/

乾

杯

樽ゲーム・バルーンアート
手品

19：15

軽音楽同好会演奏

20：00

挨 拶

終

・ゴルフ同好会
新年コンペ
2016/1/13（水）田辺カントリー倶楽部

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜12/8＞
ロータリー財団

タロット

/

・野球同好会
12/22（火）14：00～16：00「岡崎公園グラウンド」

了

■ 年賀状の交換省略

達成率 57.5％
give and 12 月、一助に。
関根君
一助に。
小森君、上村君
*今回の寄付にて、関根会員は 1 回目のﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙ
ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰになられました。おめでとうございます。
米山記念奨学会

例年通り、会員相互の賀状交換は省略させて頂きま
す。
■ 職業奉仕講演会

日 時 2016 年 1 月 31 日（日）13：00～16：00
職業奉仕講演会「職業奉仕活動の現況」
国際ロータリー元 RI 理事 黒田正宏氏
場 所 「シルクホール」京都産業会館 8F
登録料 1,500 円
締 切 １月 12 日（火）まで（お申込みは事務局まで）
お知らせ
京都西ロータリークラブ
【例会場変更】 2016.2.1 より
『京都センチュリーホテル』
京都市下京区東塩小路町 680
Tel（075）351-0111（代表）
【事務局移転先】 2016.1.6 より
京都市下京区東塩小路町 614 番地
新京都センタービル 8 階
Tel（075）361-1006 Fax（075）341-0841
Email：kwrc＠kyotowest‐rc.jp
※電話、Fax 番号、E-mail の変更はございません。

計 35,000 円 累計 886,200 円

計 0 円 累計 471,000 円

達成率 38.9％
ニコニコ箱

計 20,000 円 累計 1,726,000 円

達成率 57.5％
“広報クラブ・フォーラム”担当 岸委員長、本日はごく
ろうさまです。
今井君、岡武君、西村君、吉田（良）君
竹之内君、小山君、吉田（武）君、上村君
本日、大変緊張しております。
岸君
木村（安）おみやげありがとうございました。 渡辺君

■

京都朱雀ロータリークラブ
【例会場変更】 2016.2 月第 1 週より
『京都東急ホテル』
京都市下京区堀川通五条下ル柿本町 580
Tel（075）341-2411 （代表）
【事務局移転先】 2016.2 月第 1 週より
京都市下京区猪熊通五条下ル柿本町 7001
アークリード五条堀川 203 号

希望の風奨学金
一助に。

計 10,000 円 累計 244,000 円

達成率 31.6％
竹之内君、小山君

