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

２０１６年２月２１日
第２３２２回例会 WEEKLY BULLETIN
ｒ
「規定審議委員会より」
規定審議委員長

今村 晋平

各クラブはＲＩの手続規則、定款、細則に
矛盾しない範囲で採用しなければならない、
となっており、ロータリークラブ運営上無く
てはならない決まりごとであります。皆様も
入会時にいろいろと説明を請けられ少しは
記憶に残っているものとおもいます。
これまで当クラブにおいても基本的な定款
部分はＲＩに順守し変わりませんが、細則に
ついては、知らず知らずの内に運営が変わり、
そのまま過ぎ去ってしまっていることがあ
ります。気付き次第、その都度検討され修正
されてきております。今期に於いても一部、
実情と合わないところが出て来ております
ので細部に検討、文言についても不備がない
か調整しているところであります。決まり次

４６－３０

第全員に諮り変更させていただこうと考
えておりますので宜しくお願いします。
ところで、近年、国際ロータリは世界的
な会員減による対策として、Ｅクラブを認
めたり、長期戦略計画を立てることを要請
したり、会員の多様性を図る試験的クラブ
として、標準ロータリクラブ定款のいくつ
かの規定を免除してまで、
「衛星クラブ試験
的プログラム」、
「準会員試験的プログラム」、
「法人化委員試験的プログラム」、「革新性
と柔軟性のあるクラブ試験的プログラム」
を計画、クラブ数を当初２００に制限しＲ
Ｉ理事会で承認されてきましたが、昨年の
理事会では１０００迄拡大されています。
会員拡大の意味は分かりますが、日本人の
倫理感としてこれらの方法について疑問を
感じずにはいられません。会員の皆様は如
何おもわれますか？

-平和と紛争予防と紛争解決月間-

前回例会報告
本日の例会 京都マラソン例会
開会点鐘
会長挨拶
幹事報告
閉会点鐘

〔１０：３０〕

会員数 74（27）名 出席者 59（19）名
ビジター0 名
( )は出席率除外会員 出席率
89.4％
ゲスト
3名
第 2318 出席率 93.5％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）
*２月２３日（火）、例会はございません。ご注意ください。

タイムスケジュール

次週の例会 ３月１日（火）

１０：３０
１１：１５
１５：００
１５：３０

－ クラブ・デー －

例 会（会場内テント）
給水活動開始
後片付け
慰労会
於:「ザ・ガーデン岡崎」

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

於：東館４Ｆ「鳳凰」

次週の会合
第 2 回ﾛｰﾀﾘｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
第 9 回定例理事・役員会
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

11：00～「千草 2」
例会終了後「千草 2」
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

一助に。
米山記念奨学会

幹事報告
■ 本日は京都マラソン例会

本日は早朝よりご参集いただきありがとうございます。
ボランティア活動終了後、「ザ・ガーデン岡崎」にて打ち
上げ会を開きますので、お時間のゆるすかぎりご参加く
ださい。なお、
ランナーとし
て参加しております。お二人の活躍を応援しましょう！
よろしくお願い致します。
■ 97 クラブ合同会員増強会議
27 日（土）13：00～「京都商工会議所」に於いて開催さ
れ、坂田会員増強委員長が出席されます。ごくろうさま
です。
■ 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団 補助金管理セミナー
27 日（土）13：30～「京都 JA 会館」に於いて開催され、
清水ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長、薮下奉仕プロジェクト委員長、
次年度（2016-17 年度）財団委員会委員小坂会員が出
席されます。ごくろうさまです。
■ ふれあい“やましな”2016 区民ふれあい文化祭
第 14 回やましな栄誉賞表彰式
28 日（日）10：00～「東部文化会館」に於いて開催され、
岩橋会長が出席されます。ごくろうさまです。

ＩＡＣ報告

３月 のプログラム

本日の京都マラソン給水ボランティアに、安間君、松本
君、上野君、力石君、山本君、綿谷君、江藤君、加藤
君、前川君、大島君、田上君、廣間君、宮元君、宇野
君の 14 名が参加しております。

同好会情報
ロータリーほろにが会
3/8（火）18：00～「ANA クラウンプラザホテル」

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜2/16＞
ロータリー財団

小森君
計 0 円 累計 689,000 円
達成率 56.9％
ｸﾗﾌﾞ累計 752,000 円
ニ コ ニ コ 箱 計 42,000 円 累計 2,311,000 円
達成率 77％
国際奉仕クラブ・フォーラム担当安澤委員長。本日はご
くろうさまです。
柴田君、平野君、中村（弘）君
今井君、渡辺君、吉田（良）君
今村君、
岩橋君、杉﨑君、小山君、山田君
中村（翠）君、関根君、谷口君、布施君
福留先生よろしくお願いします。
中塚君
岡武さん。福川さん。山田さん。大阪オートメッセで大
変お世話になりありがとうございました！
深海君
希望の風奨学金
計 25,000 円 累計 522,000 円
達成率 68.8％
一助に。
青山君、小山君
国際奉仕クラブフォーラム担当安澤委員長、本日はご
くろうさまです。
吉田（武）君

計 10,000 円 累計 966,800 円

達成率 62.8％
ｸﾗﾌﾞ累計 1,196,200 円

１日（火）クラブ・デー
８日（火）クラブ・フォーラム（クラブ管理運営）
担当 クラブ管理運営委員長
木村安輝君
（＄100 万ランチ）
１５日（火） -演 題-「粋を通して江戸に遊ぶ」
公益法人日本小唄連盟関西支部
唄 白扇小伊寿氏
三味線 白扇夕樹夫氏（ライトランチ）
２２日（火）-スピーチ-「未 定」
２９日（火）休 会

2/24 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ -新会員スピーチ-「漬物四方山話」大角安史氏、「京都マラソンをふり返って-見るスポーツから参加するスポーツへ」渡邉淳一氏
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「変革時代の大学運営～府立医科大学と府立大学を中心として～」
京都府公立大学法人 理事 事務総長 中井敏宏氏
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

2/25
（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

2/26
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

2/29
（月）
3/1
（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

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ H
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH
京都東急 H
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ※
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
ｳｪｽﾃｨﾝ都H
ｾﾝﾁｭﾘｰ H
京都Ｈｵｰｸﾗ※
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH★
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ☆
ｳｪｽﾃｨﾝ都H
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
ｾﾝﾁｭﾘｰ H
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞ H
ｾﾝﾁｭﾘｰ
★ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
京都東急 H

「未定」
地区国際奉仕委員会 副委員長 平城京ロータリークラブ会員 中窪啓司氏
例会変更
＊ビジター受付はございません
～女性デュオ・ﾌﾞﾘﾗﾝﾃ コンサート
矢作潤子氏、久保眞美氏、棚橋直美氏
新会員スピーチ
会員 大宮氏、田邉氏、杉本氏、野口氏
-故-小谷一之会員追悼例会-「故 小谷一之会員を偲んで」
会員 小宮山俊朗氏、皐月邦右氏
「京菓子を楽しむ」
菓子司・末富 山口富藏氏
「スーパーサーズデー」
クラブ・デー 第 7 回クラブ討論会
-クラブ研修例会-*ﾛｰﾀﾘｰ情報部門「ロータリーとは」
ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会 太田和夫氏
ﾌﾗﾜｰｻｲｺﾛｼﾞｰ「華道の社会貢献可能性」
NPO 法人ﾌﾗﾜｰ・ｻｲｺﾛｼﾞｰ協会 理事長 浜崎英子氏
-「乙訓消防組合の沿革」
乙訓消防組合 消防長 長谷川幸晴氏
こう
「京町家の知恵」
京まちや平安宮 代表 山中恵美子氏
「未定」
日本銀行京都支店長 大川昌男氏
「未定」
元メキシコパナソニック社長 土岐芳久氏
「クラブ・フォーラム 25 周年に向けて④」
「府民だよりについて」
京都府知事直轄広報ｾﾝﾀｰ担当課長 山本哲也氏
「伝統は革新の連続『和傘の技術を世界へ』」
伝統工芸「京和傘」日吉屋 五代目当主 西堀耕太郎氏
「国際奉仕委員会 活動報告」
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区 国際奉仕委員会 委員長 浦島 睦氏
「アジアの経済を読む」
ホライズン㈱代表取締役 上中康司氏
休会
＊ビジター受付は平常通り
「未定」

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

高島易断鑑定所 寿周会主宰 高島寿周氏

