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
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ｒ
「米山記念奨学会委員長として」
米山記念奨学会 委員長
中川 公孝
今年度、米山記念奨学会の委員長を務めさ
せていただくことになりました中川公孝（な
かがわ まさたか）でございます。
私は、今まで副ＳＡＡや副委員長、委員を
務めさせていただく事はありましたが、委員
長は、初めてです。入会４年目で、このよう
な大役を仰せつかると思っていなかったの
で色々な諸先輩方に相談しましたが諸先輩
方からは、『大丈夫！』との力強い一言で委
員長になる事を決断しました。
右も左もわからないまま、７月からスター
トしました。一番心強かったのが、2650 地区
の米山奨学委員会委員の井上武雄先輩がい
らっしゃった事でした。井上武雄先輩には、
わからない事があれば、いつでも気軽に聞い

４６－２６

てくださいと励ましていただきました。
今年度は、京都大学大学院 人間・環境学
研究科 共生人間学専攻 外国語教育講座
博士課程２年生の金 ボラ（キム ボラ）さ
んを米山奨学生としてお迎えしています。７
月からスタートして約６カ月（折り返し地点）
経ちました。その間に米山月間（１０月）に
当クラブにて金ボラさんの卓話にて親交を
深めていただきました。それ以外には、京都
府内のクラブに井上武雄先輩と金ボラさん
による卓話を実施されたり１２月の家族例
会に参加し親睦を深めていただきました。
一番、今気にしている事は、寄付金の目標
達成です。私も委員長になる前は、ニコニコ
箱は、２０００円から気軽に出来るのでつい
ついそちらにする事が多かったのが現状で
した。米山記念奨学の寄付金の目標額は、１
人、２４，０００円です。１カ月（２，００
０円の寄付）×１２カ月で達成できます。
目標達成には、お一人月に１回２，０００円
の寄付をして頂ければ達成出来ます。（裏面へ）

-職業奉仕月間-

前回例会報告

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♪ 我らの生業
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
クラブ・フォーラム（職業奉仕）
担当 職業奉仕委員長 吉田 武雄君
閉会点鐘
〔１３：３０〕

本日の会合

１月２６日（火）
京都東山ＲＡＣ「新年例会」

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

19：00～「キャメロン」

忠昭
剛士
富造
義高
和暁
安輝
清三
弘祐
均

会員数 74（27）名 出席者 59（21）名
ビジター 1 名
( )は出席率除外会員 出席率 86.8％
ゲスト
0名
第 2314 出席率
95.38％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ２月２日（火）

東館４Ｆ「葵殿」

クラブ・デー

次週の会合

２月２日（火）
第８回定例理事・役員会
新会員歓迎会

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

例会終了後「平安の間」
18：00～「晴鴨樓」

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

皆様のご協力無しでは達成できません。若輩
者ですが米山記念奨学会の目標達成に向けて
何卒ご協力して頂きますよう、よろしくお願
い致します。

* 中澤ガバナー杯野球大会 *
スケジュールが決定しました！
今大会は、東山ＲＣがホストクラブとして運営いたしま
す。参加チーム数は、１３チームとなっております。

幹事報告
■ 地区職業奉仕「講演会」

開会式 ２月２０日（土）８：３０～
（会場） 勧修寺公園グラウンド
抽選会の結果、東山ＲＣは１回戦不戦勝。
２回戦１５：００～開始予定となっております。
注目の対戦相手は、洛中ＲＣと湖南ＲＣの勝
者との対戦となります。
勝てば？！
準決勝・決勝 ３月５日（土）８：３０～
（会場）岡崎公園グラウンド
以上
皆様のご協力、ご声援、
よろしくお願いいたします！！！

1 月 31（日）13：00～「シルクホール」に於いて開催され、
吉田（武）職業奉仕委員長が出席されます。ごくろうさま
です。
■ 地区大会の登録

登録総数は３７名でした。ご登録いただいた皆様ありが
とうございます。登録料 10,000 円につきまして、本日も
しくは、次週例会日（2/2）までに、幹事または、事務局
までお納めください。
■ 新会員

寄本 猛会員歓迎会
2 月 2 日（火）18：00～「晴鴨樓」に於いて開催いたしま
す。ご出欠のお返事が未だの方は、親睦活動委員また
は事務局までお知らせください。

ＲＡＣ報告
【1/12（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。

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜1/19＞

ＩＡＣ報告

一助に。

【1/30（土）例会】
インターアクトクラブ例会が１月 30 日（土）15：00～「東
山高校」にて行われます。

同好会情報
・ロータリーほろにが会 2/9（火）18：00～「レストラン菊水」
・野球同好会 練習
１月２６日（火）14：00～16：00 「岡崎グラウンド」
２月１１日（祝）12：00～14：00 「岡崎グラウンド」

ロータリー財団

米山記念奨学会

計 10,000 円 累計 876,800 円

達成率 56.9％
清水君
計 25,000 円 累計 624,000 円

達成率 51.6％
ゴルフ同好会の新春コンペを楽しませて頂きました。
植野君
一助に。
井上（武）君
金ボラさんようこそ!!
岡武君
※今回の寄付にて、岡武会員は、米山功労者 1 回目と
なられました。おめでとうございます。

1/27 京
都 京都Ｈｵｰｸ -追悼例会- 「故 阪口祐男君を偲んで」 西村治兵衞氏、「故 山本浩二君を偲んで」 宇津克美氏
（水）
京
都
西
北 ら んﾗざ ん 「京野菜の現在と健康」
株式会社嶋石 代表取締役 石割照久氏
1/13
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「シリア難民支援の現状（ヨルダン）」 公益社団法人日本国際民間協力会（NICCO）広報・渉外マネージャー 佐藤瞳氏、京都大学法学部 4 年 NICCO ヨルダン事務所ｲﾝﾀｰﾝ 塚田寛人氏
石
「第 4 回クラブ・アッセンブリー」
「第 50 回記念 京の冬の旅キャンペーン」について
公益社団法人 京都市観光協会 事務局長 横井雅史氏
「健康寿命を延ばすには」
京都府立医科大学 学長 吉川敏一氏
「大学における日中韓共同運営プログラムの新しい試み～立命館大学ｷｬﾝｱｼﾞｱ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの事例から～」
立命館大学文学部 教授 庵逧由香氏
「私と東映京都撮影所」
俳優 西田 健氏
「スーパーサーズデー」
「歳男放談」
会員 王 杲氏、谷口泰義氏
-歳男放談『ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ』 永井 孝氏、｢未定｣ 山本 勝氏
「私の水泳人生 井村さんとの出会い」
元日本水泳連盟 高堀和子氏
「職業奉仕の話」
職業奉仕委員長 土井正樹氏
休会
＊ビジター受付はございません
～前期クラブ・アッセンブリー～
「未定」
会員 清水 昌氏
「出社しなくてもよい会社」
木村 隼氏
クラブ創立 58 周年記念例会「ロータリーの心」
国際ロータリー元理事 公益財団法人ロータリー日本財団理事長 京都 RC 会員 千 玄室氏
「本格中国料理とは」
中国研究所 所長 中西純一氏
「」
「芸術を媒介にした高齢者の自己実現」
社会福祉士/京都造形芸術大学非常勤講師/二科会会友 森田実穂氏
休会
＊ビジター受付はございません
クラブ管理フォーラム
「いけばな～季節を感じて～」

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

華道家 池坊美佳氏

ニコニコ箱

計 67,000 円 累計 2,117,000 円

達成率 70.5％
創立 50 周年記念事業実行委員会クラブ・フォーラム担
当中村（翠）委員長、本日はごくろうさまです。
吉田（良）君、鈴木君、岩橋君、井上（勝）君
佐貫君、小山君、竹之内君、布施君、谷口君
創立 50 周年フォーラムよろしくお願い致します。
中村（翠）君
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。
西村君
100％出席自祝。
小森君、中川君
誕生日自祝。
渡辺君、小野君
薮下君、木村（安）君、村岡君
妻誕生日自祝。
小野君、本田君、平野君
家内誕生日自祝。
横井君
結婚記念日自祝。
小野君
山田さんとてもいいものありがとうございました。渡辺君
杉﨑さん、福留さん、村岡さん、井上（正）さん、ありがと
うございました。
谷川君
ゴルフ同好会のみなさま、ありがとうございました。杉﨑
さん、お世話になりました。
福留君
ゴルフ同好会参加の皆様、有難うございました。
村岡君

２月 のプログラム
２月 ２日（火） クラブ・デー
２月 ９日（火） -スピーチ「Ｉ.Ｈ連続６５年出場の軌跡」
東山高校卓球部 監督 宮木 操氏
（ライトランチ）
２月１６日（火）クラブ・フォーラム（国際奉仕）
担当 国際奉仕委員長 安澤 英治君
２月２３日（火）→京都マラソン例会 ２１日（日）へ
例会日時・場所臨時変更

