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３月１５日
第２３２５回例会 WEEKLY BULLETIN
ｒ
「クラブ戦略とは」
クラブ戦略策定委員長

松井信五

戦略策定とは名前からして何か戦争をす
るかのようないかめしい委員会で近寄りが
たい感がする名称でありこの名前にアレル
ギー反応を起こす方もおられる事でしょう。
Ｒ1 が効果的なクラブ要素に取り組む長期
目標を立案し、それを支える年次目標を設定
するように地区を通じて要請があり我東山
クラブも 2011 年度より委員会が設置され今
年で 5 年が経過しました。
クラブの将来ビジョンを揚げる、そしてク
ラブリーダーの育成、フォーラムを実施して
クラブ全体の活動状況を評価し、会員のクラ
ブに対する意識、情報集会等でのテーマ設定
と認知、次年度以降 3 年後の目標値と方向性
を如何にするか等、むつかしい問題に取り組
まなければなりません。
-水と衛生月間-

開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ 四つのテスト
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
-演 題「粋を通して江戸に遊ぶ」
公益社団法人 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
閉会点鐘
〔１３：３０〕

本日の会合

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

そして今後のＣＬＰ検証及び再検討を考
える事など非常に重要な問題を含んでおり、
単に一部の人だけで決めるのではなくこの
クラブ戦略策定委員会のメンバー構成もよ
り広くオープンな型で会員の皆様にご理解
をして頂く為にもクラブ内規の変更手続き
をして当委員会メンバーを選考する事が重
要ということで次年度以降「指名委員会」で
選出していきたく思います。
前年度目標の検証、当年度目標設定進捗状
況、次年度目標設定、そして 50 周年は？こ
のクラブをどういうクラブにしたいか？Ｒ
Ｃの原点と時代の変化をどう調和させるの
か？それがクラブ活性化のポイントであり
ましょう。
未来につながる目指すクラブ像を策定し
目標設定し、経過をチェックして創立 50 周
年に向けてのご理解を深めていきたいもの
です。会員の皆様のご協力をよろしくお願い
いたします。

前回例会報告

本日の例会 ライトランチ

後期会長会

４６－３３

忠昭
剛士
富造
義高
和暁
安輝
清三
弘祐
均

会員数 75（28）名 出席者 59（20）名
ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 88.1％
ゲスト
1名
第 2321 出席率 98.46％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ３月２２日（火）

東館２Ｆ「山城の間」
-スピーチ「現在（いま）の京都、これからの京都」
－京都の魅力、素晴らしさを守り育て国内外へ発信する－
京都市 産業戦略監 白 須 正 氏

次週の会合

３月２２日（火）
後期クラブ戦略策定委員会
例会後「白川」
京都東山 RAC‐卓話‐RAC 会長清水喜啓様
19：30～「八千代」

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

幹事報告
■ 金沢南ロータリークラブとの交流会

4/12（火）-13（水）金沢南ＲＣとの交流会のご案内を配
布させて頂き、出欠の確認を取らせて頂いております。
お返事が未だの方は、3/22（火）までに、幹事または事
務局までお知らせください。
■ お花見例会

4/5（火）は、例会場所を臨時変更「八千代」に於いて
開催致します。ご出欠のお返事は、3/22（火）までに、
親睦活動委員または事務局までお知らせください。
みなさま、ご参加のほど、よろしくお願い致します。
■ 地区大会

4/2（土）、3(日)、ＲＩ第２６５０地区 2015-2016 年度地区
大会が「ロームシアター京都」「京都市勧業館みやこめ
っせ」で開催されます。ご登録の皆様は、ご参加よろし
くお願い致します。
＝地区大会スケジュール＝
4/2(土)
13:30～15:30 会長・幹事・地区委員長会議
(ホテルグランヴィア京都)
岩橋会長、本田地区財団資金推進委員長
17:00～19:30 R.I.会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
(ホテルグランヴィア京都)
岩橋会長、本田地区財団資金推進委員長
4/3(日)
10:00～11:30 新会員セミナー (ロームシアター京都ｻｳｽﾎｰﾙ)
青山、深海、布施、谷口、寄本、辻各会員
10:00～11:30 青少年フォーラム(京都市勧業館みやこめっせ)
インターアクト委員長
東山ローターアクトクラブ 室岡大介、串山琴美各会員
米山奨学生 金 ボラ様
12:45～16：15
(ロームシアター京都メインホール)
プロローグ
大会本会議
3/16

京

特別講話 千 玄室氏「ロータリーの心」
記念講演 山極壽一氏「道徳の起源‐共感から倫理へ-」
16:45～18:30 大懇親会
(京都市勧業館みやこめっせ)
■お知らせ

*京都さくらロータリークラブ創立 10 周年記念例会・祝宴
日
時：2016 年 5 月 11 日（水）「ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ京都」
記念例会 17：00～ 記念祝宴 18:00～
登 録 料：15,000 円 申込締切：3/22（火）
※お申込みは、幹事もしくは事務局までお願い致します。

同好会情報
・野球同好会 練習
4/26（火）14：00～16：00 岡崎グランド
火曜日に練習試合の相手をしてくれるチームを探してお
ります。ご存知の方、おられましたら是非、ご紹介くださ
い！

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜3/8＞
ロータリー財団

達成率 65％
ｸﾗﾌﾞ累計 1,228,200 円
梅一りん、一りんほどのあたたかさ。
安澤君
米山記念奨学会

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「アクト活動を通して」

3/17
（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

3/18
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

3/21
（月）
3/22
（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
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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

計 17,000 円 累計 726,000 円

達成率 60％
ｸﾗﾌﾞ累計 799,000 円
この度 3/18 に新しい動物医療センターをオープンする
ことができます。応援して下さった方々本当にありがとう
ございました。
福留君
45 回目の結婚記念日でした。
奥田君
一助に。
中川君
※2 月の寄付にて、井上（武）会員は、
米山功労者 18 回目ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰとなられました。
おめでとうございます。

例会開始時刻
北 ら ※12：15
ん ざ ん ☆18：00
「創立 40★18：30
周年記念式典に向けて」
（水） 京 都 西※8：00
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

計 10,000 円累計 1,001,800 円

京都ロータアクトクラブ 会長 辻川千絵氏
創立 40 周年記念実行委員長 石川公三氏

クラブ・デー
財団セミナー報告
「アフタヌーンコンサート」
ボーカル たなべようこ氏、ピアノ 角田 浩氏
「おこしやす、京都水族館」
京都水族館 館長 下村 実氏
「天神信仰とハーバード大学」
会員 田辺親男氏
「野菜の声を聴く」
会員 南出卓哉氏
「表彰制度を上手に活かして企業経営を」
武藤社会保険労務士事務所 代表 日本表彰研究所 理事 武藤 崇氏
クラブ・デー 第８回クラブ討論会
「最近の金融経済情勢」
日本銀行 京都支店長 京都 RC 会員 大川昌男氏
「京都の地図（公図）の成り立ちと現状について」
京都土地屋敷調査士会 会長 山田一博氏
～F＆F デイ～「音楽例会」
ピアニスト 黒川春香氏
「ラベルから見える日本酒の世界」
会員 松井成樹氏
未定
株式会社永楽屋 細辻伊兵衛氏
「ﾎロスプランニングと私」
新会員スピーチ 会員 熊谷久志氏
未定
京都北山丸太協同組合理事長 森下武洋氏
祝日休会
＊ビジター受付はございません
祝日休会
＊ビジター受付はございません
祝日休会
＊ビジター受付はございません
祝日休会
＊ビジター受付はございません
「マスク越しに見た野球・よもやま話」
公益財団法人・日本高等学校野球連盟 元常任理事 永野元玄氏
未定
TOTO 株式会社 ウォシュレット生産本部 開発第二部 部長 松井 実氏
「喫茶の歴史」
会員 白波瀬宗幸氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

ニコニコ箱

計 50,000 円 累計 2,518,000 円

達成率 83.9％
‘クラブ管理運営フォーラム’担当木村安輝委員長
本日はごくろうさまです。
柴田君、西村君、岩橋君
今井君、小山君、関根君、竹之内君、岡武君
野球同好会の皆様ホストクラブお疲れ様でした。
渡辺君、中塚君、村岡君、佐々木君
川勝君、深海君、寄本君
村田好謙さん、府文化賞受賞おめでとうございます。
吉田（良）君、杉﨑君、川中君、坂田君
結婚記念日自祝。

希望の風奨学金

安澤君、布施君
計 0 円 累計 522,000 円

達成率 68.8％

