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『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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「ロータリアンとしての自覚と実行」

けた以上は、定款・細則もさることながら、
何時でも、何処でもできる、１、時間の励行、
クラブ管理・運営 理事 木村安輝
２、出欠の返事を速やかに出す、３、頼まれ
たら NO をいわないの３点です。
クラブ運営の根幹を担うクラブ管理運営
この三つをロータリーライフにだけ活用す
委員会は、楽しく充実したロータリーライフ
るのではなく、職業生活、社会生活、家庭生
を推し進めるための役割を担っており、親睦
活の面にも及ぼし、実行していかなければな
活動、プログラム、会報・記録、姉妹クラブ、
りません。
ニコニコ箱の使命は大きく、第一にはメンバ
ロータリアンは一旦入会すると自らが退
ー同士の親睦の促進です。その点、各委員会
会を申し出て、理事会が承諾しない限り、会
は個性豊かな委員長・委員で構成されており、 員としての身分が保証されております。会員
年初から活発な委員会活動が展開されてい
としての身分と資格が保証されている以上、
るのは衆知の通りです。
エンブレムをつけて例会、会合に出席した時
更に、第二にホームクラブの例会に出席す
にだけロータリーやロータリアンを意識す
ることにより、メンバーはクラブに対する奉
るのではなく、むしろ日常生活の中で、自分
仕ができることを認識しなければなりませ
が常にロータリアンであることを意識して、
ん。ロータリーライフをより充実させるため、 それに恥じない言動や行動が求められます。
今一度初心に戻り、足許を見つめてみるのは
何故なら、ロータリークラブはロータリア
如何でしょうか。
ンに対して絶大の信頼をおいているのです
ロータリアンとしてエンブレムを胸につ
から。
-水と衛生月間-

本日の例会 ＄100 万ランチ

前回例会報告

開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ それでこそロータリー
会長挨拶
来客紹介
奨学金授与
幹事報告
-クラブ管理フォーラムクラブ管理運営委員長 木村 安輝君
閉会点鐘
〔１３：３０〕

会員数 74（28）名 出席者 57（20）名
ビジター 1 名
( )は出席率除外会員 出席率 86.4％
ゲスト
0名
第 2320 出席率 98.44％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

本日の会合

次週の会合

第 4 回次年度理事・役員会
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

例会終了後「平安の間」

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

次週の例会 ３月１５日（火）

東館４Ｆ「葵殿」
-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）
３月１５日（火）

後期会長会

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

例会後「平安の間」
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

第９回定例理事･役員会議事録 〈３/１(火)開催〉
1. 前回議事録承認に関する件 承認
2. 京都マラソン委員会活動決算報告に関する件 承認
3. 今年度事業に関する件 報告
4. 新入会員候補者選考に関する件 報告
5. 後期会長会（4/21）開催に関する件 報告
6. ５０周年記念事業（収支予算案）に関する件 承認
7. 今年度 RYLA に関する件 報告
8. 金沢南ＲＣとの交流会開催に関する件 承認
9. 市内 24RC 次年度共同事業に関する件 報告
10. ソウル国際大会参加に関する件 報告
11. 「第２７回中澤忠嗣ガバナー杯野球大会」に関する件 報告
12. ４月プログラムに関する件 承認
13. 次回第 10 回理事・役員会開催日時決定に関する件
2016 年 4 月 5 日(火) 例会終了後開催

します。この機に、「ロータリー希望の風奨学金」通して、
震災遺児達が進学の希望を断つことなく夢をかなえる
未来をご支援くださいますようお願い致します。
■ロータリー希望の風奨学金

地区より、第 2 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。

ＲＡＣ報告
【2/23（火）例会】
福川委員、深海会員が出席されました。ごくろうさまで
した。
【3/1（火）理事会】
川勝ＲＡ委員長、岡武幹事が出席されました。ごくろう
さまでした。

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Ｈ」

幹事報告
■ ＄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、
ビジター各位のご協力をお願いします。
■ 金沢南ロータリークラブとの交流会

本日、４月１２日～１３日の金沢南ＲＣのご案内を配布
させて頂き、出欠の確認を取らせて頂いております。奮
ってのご参加をお願いいたします。

・野球同好会
第２７回中澤忠嗣ガバナー杯野球大会
３月５日（土）「岡崎公園グランド」
準決勝の対伏見ＲＣで惜敗し、３位入賞となりました。
ご参加頂いた選手の皆様、本当にお疲れ様でした。
応援に駆け付けて下さった皆様、ありがとうございまし
た。

■ 国際ﾛｰﾀﾘｰ第

2650 地区 2016-17 年度
会長エレクト研修セミナー（PETS）
3/12（土）-13（日）「あわら温泉 グランディア芳泉」に
於いて開催され、渡辺会長エレクトが出席されます。ご
くろうさまです。
■ 東日本大震災五周年追悼

多数の犠牲者を出した未曾有の大災害から 5 年を迎
えます。被災された全ての方々へ謹んで哀悼の意を表
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「東日本大震災とロータリー」
3/9 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「病気と介護」
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

3/10
（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

3/11
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

3/14
（月）
3/15
（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※
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京都Ｈｵｰｸﾗ
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H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
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★ H
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京都東急Ｈ

㈱ゑり善 代表取締役 亀井邦彦氏
会員 國枝恒治氏
神山交響楽団 増田様、山口様、関様

「弦楽器アンサンブル」
クラブ・デー
クラブ・デー
「ＥＶﾍﾞﾝﾁｬｰによる自動車産業への参入」
ＧＬＭ株式会社 代表取締役 小間裕康氏
―アクト週間スピーチ―「京都北ﾛｰﾀｰアクトクラブの紹介とアクト活動について」
2015-16 年度京都北ﾛｰﾀｱｸﾄｸﾗﾌﾞ 会長 八木祥行氏
クラブ・デー
「我々日本人の長寿の秘密」
ﾗｼﾞｵ・ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ 佐藤弘樹氏
「市民を守る『新・消防指令システム』」
右京消防署 署長 梅垣浩久氏
「ロックと壁画」
絵師 木村英輝氏
「データ－で見る京都市の保健福祉」
京都市保健福祉局保健福祉部 保健福祉総務課 課長 原田孝始氏
「声で変わる印象のよさと話のわかりやすさ」
京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学 人間文化学部講師 平野美保氏
「十三まいりについて」
法輪寺住職 京都南 RC 会員 藤本高仝氏
ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ
「京都三山の森の危機」
京都モデルフォレスト協会副理事長京都府立大学副学長 田中和博氏
京都
「走る人・応援する人・支える人・みんなが主役の京都マラソン」
京都市文化市民局 京都マラソン担当部長 西原敏彦氏
「日本の軍用ライフル」
プラスワン 橋本敦之氏
走る」
「ﾐｬﾝﾏｰの水と衛生」
会員 石田公和氏
「老舗の重みと感謝」 小丸屋住井 10 代目小丸屋善太郎 舞扇子ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 住井啓子氏
会員スピーチ 「知っているようで知らないﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ」
会員 谷 淳司氏
クラブ・デー
＊ビジター受付は平常通り
「未定」
㈱BERTRAND BERTRAND THOMAS 氏
美
「内裏と京都御所」
同志社女子大学 名誉教授 朧谷 壽氏
氏 shi し
例会日時臨時変更
＊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

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜3/1＞
ロータリー財団

計 10,000 円累計 991,800 円

達成率 64.4％
ｸﾗﾌﾞ累計 1,218,200 円
3 年連続 100％出席自祝。
布施君
米山記念奨学会

計 20,000 円 累計 709,000 円

達成率 58.6％
ｸﾗﾌﾞ累計 782,000 円
一助に。
井上（武）君
3 年連続 100％出席自祝。
布施君
ニ コ ニ コ 箱 計 113,000 円 累計 2,468,000 円
達成率 82.3％
辻 眞一君、本日ご入会おめでとうございます。
井上（勝）君、佐貫君、岩橋君
中村（弘）君、小山君、西村君、岡武君
辻 眞一さんの入会を祝して。
小野君、磯田君
今月お祝いの皆様おめでとうございます。
中村（弘）君、今井君、中村（翠）君、吉田（武）君
出席自祝。
岩橋君
３年連続 100％出席自祝。
布施君
お誕生日自祝。
横尾君
誕生日自祝。
松井君、井上（勝）君、竹之内君
誕生日結婚記念日自祝。
横井君
結婚記念日自祝。
薮下君、中塚君
夫人誕生日自祝。
井上（勝）君、中塚君、上村君
夫人誕生日自祝。結婚記念日自祝。
深海君
平野会員、中村（吉）会員、京都マラソン完走おめでと
うございます。井上（勝）君、小森君、中村（弘）君、福
留君
井上（正）先輩、マラソンおつかれ様でした。 山田君
山中さん、先日は有難うございました。
鈴木君

希望の風奨学金

計 0 円 累計 522,000 円

達成率 68.8％

