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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第２３２７回例会 WEEKLY BULLETIN
ｒ
「ロータリー財団について」
国際ロータリー第 2650 地区 財団資金推進委員会
委員長 本田 修造
今年度で、国際ロータリー第 2650 地区財団
資金推進委員会委員長を退任致します。
資金推進委員を 1 年、副委員長を 2 年、委員
長を 3 年務めさせて頂きました。財団につい
て全く知らなかった私を地区委員に推薦して
頂いたことを深く感謝致しております。
私が地区で学んだことを我がクラブの皆様
にどれだけ伝えられたことでしょう？少なく
とも、地区補助金・グローバル補助金を活用
しようと考えられた年度の財団委員長をはじ
め、理事会メンバーの方々には事業計画を通
じて少し理解して頂けたのではないかと思っ
ています。
財団は、寄付したら終わりではないので
す！寄付したお金は 3 年後に地区に使える権
利が帰って来ます。そのお金の使い方を考え

開会点鐘
君が代斉唱
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本日の会合

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

※このシェアシステムに３年前の 2650 地
区 2013-14 年度、年次基金寄付額 767,164 ド
ルをあてはめて計算すると

会員数 75（28）名 出席者 61（19）名
ビジター 1 名
( )は出席率除外会員 出席率 92.4％
ゲスト
0名
第 2323 出席率 97.01％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

本日の例会 お花見例会

２０１５－１６年度
国際ロータリー会長
K.R.ラビンドラン

るのは、我々ロータリアン一人一人なので
す！多くの方々に財団の理解と、財団資金の
活用について知って頂きたく、下記にまとめ
て見ました。

前回例会報告

-母子の健康月間-

４月５日（火）
第 10 回定例理事・役員会

４６－３５

忠昭
剛士
富造
義高
和暁
安輝
清三
弘祐
均

*４月１２日（火）の例会は休会です。ご注意ください。
次週の例会 ４月１０日（日）
-魚つかみと昔遊びのわくわく体験例会例 会 9：00～ 於：京都市百々小学校
山科区西野山百々町 173-1
イベント 10：00～15：00
受付開始 9：30～
次週の会合 ４月１２日（火）
京都東山 RAC‐ﾛｰﾀﾘｱﾝ卓話‐松井信五会員
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

左記の金額を日本円（1 ドル 100 円）に換算し
て考えると、財団は 2650 地区の皆さん、「約１億
円のお金を奉仕事業に使って下さいね！」「し
かし、2650 地区で奉仕する事業には 25％の
2500 万円までしかダメですよ！」「残りの 75％の
7500 万円は財団の優先事項である「6 つの重点
分野」のどれか一つに合致する奉仕事業を世
界でして下さいね！」と言っているのです。我々
ロータリアンはロータリアンである以上、この事を
理解した上で奉仕活動をすることが大事です。
そこで、私は次のような提案を皆さまにさせて頂
きたいと思います。
我がクラブの「にこにこ箱目標」は近年、300
万円です。この目標額を 200 万円にしません
か？そして、地区補助金の 1 クラブ最高限度額
100 万円をもらうため、毎年補助金がもらえる奉
仕事業を考えませんか？財団に寄付して、「に
こにこ箱」へはみんなで 200 万円、決して難しい
数字ではないと思いますが！我々みんなで、地
区補助金・グローバル補助金を活用した奉仕事
業を考えましょう！！
幹事報告
■ 地区大会

お礼
4/2（土）-3（日）地区大会へご登録、ご出席頂きました
皆様、ありがとうございました。
■ 母子の健康月間

今月は、母子の健康月間です。皆様ご理解のほど宜し
くお願い致します。
■ 魚つかみと昔遊びのわくわく体験例会

ご参加よろしくお願いします。なお、4/12（火）は休会
です。ご注意ください。
日 時：平成 28 年 4 月 10 日（日） 集合 7：30
例会 9：00、式典 10：00、魚つかみ 10：20 スタート
会 場：京都市立百々小学校
■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と交流会を開催します。
【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】
4/12（火）9：30～ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都 東館ﾛﾋﾞｰ集合
ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ吹田工場見学・金沢南ＲＣ例会、昼食会
19：00～合同懇親会 会場「八千代」
4/13（水）ゴルフ組 会場：比良ｺﾞﾙﾌ倶楽部
観光組 9：30「ﾎﾃﾙﾕﾆｿﾞ京都四条烏丸」集合
※希望者は現地集合
10：00 頃 大徳寺大慈院

ＲＡＣ報告
【3/22（火）例会】
中西ＲＡ副委員長、福川同委員、岸会員が出席されま
した。ごくろうさまでした。

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」
*「甲子園野球大会」の日程と対戦相手が決まりました。
前夜祭 9 月 9 日（金）18:00～ノボテル甲子園
試合日 9 月 10 日（土）9：00～ ＶＳ茨城水戸ＲＣ
・ロータリーほろにが会
4/12（火）18：00～「レストラン菊水」

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜3/22＞
ロータリー財団

次回は、例会日時・場所を臨時変更し、4/10（日）「魚
つかみと昔遊びのわくわく体験例会」を開催致します。
都 京都Ｈｵｰｸﾗ -新会員スピーチ-「ブラジル-日本の反対-」
4/6 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「和食よもやま話」

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

4/7
（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

4/8
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

4/11
（月）
4/12
（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
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計 30,000 円 累計 1,031,800 円

達成率 67％
ｸﾗﾌﾞ累計 1,326,640 円

西岡幸一氏
会員 白井治夫氏
「皇居の中で勤務して思ったこと」
元 皇宮警察本部長 イオンディライトセキュリティ㈱代表取締役社長 近藤善弘氏
「私の職業」
会員 津田眞由味氏、渡辺秀明氏
「二度とない人生だから」
本願寺執行長 佐々木鴻昭氏
「坂本龍馬・河田小龍・宇髙千代 幕末の京都」
能楽師、能面作家 宇髙道成氏
「相続争いは、決して他人事ではありません」
ＦＰ事務所ﾅｶﾑﾗｽﾊﾟｲｱ ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ中村洋児郎氏
休会
＊ビジター受付はございません
「薬物乱用防止（大麻の害悪など）」
京都府警察本部 組織犯罪対策第三課 指導係 係長 辻 健 氏
「シリコンバレーはなぜアメリカにできたのか」
㈱MASA 代表取締役会長 京都南ＲＣ会員 庄司惠一氏
「茶壺に追われて（宇治茶発展のこばれ話）」 宇治茶伝道師（京都府） 宇治商工会議所 副会頭 小山茂樹氏
「狸谷山不動院と木食養阿上人～狸谷不動明王 300 年祭によせて～」
宗教法人真言宗修験道大本山狸谷山不動院 開山継承第三世 貫主 松田亮海氏
「これからの地域医療-団塊世代の高齢化を迎えて」
会員 依田純三氏
「本家尾張屋 16 代目当主と写真家の 2 足のあわらじ」
本家尾張屋 16 代目当主、写真家 稲岡亜里子氏
彌榮自動車株式会社 人事部長 山崎裕之氏
「ラオスから京都へ奇跡の小象物語」
在京都ラオス人民共和国名誉領事 京都洛中ＲＣ会員 大野嘉宏氏
「第 5 回クラブ協議会 地区大会を終えて」
「未受診妊婦と虐待防止」
第二足立病院院長 大坪一夫氏
「オリンピック シンクロアスリートを育てる親の責任」
ＮＰＯ法人アートテック街並み協議会顧問 立花宏一氏
「5 周年 創立の思い」
パスト会長 服部 裕氏、創立時会長 大澤 直氏
「舞台・音楽プロデューサー 古今東西話」
一般社団法人達人の館 代表 橘 市郎氏
「たゆまず、屈せず、貫く政治の志」
元衆議院議員 北神圭朗氏
「世界の中の京料理」
株式会社美濃吉 常務取締役 佐竹洋治氏
「未定」

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

＄１００万ランチ差額寄付（3/8）
ロータリー財団協力会より。
米山記念奨学会

計 68,440 円

松井君、辻君

計 10,000 円 累計 759,000 円

～３月のスナップ～
3/1（火） クラブ・デー

達成率 63％
ｸﾗﾌﾞ累計 832,000 円
一助に。
小森君
※3/15 寄付にて、上村会員は、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。
ニコニコ箱

計 38,000 円 累計 2,594,000 円

達成率 86.4％
白須 正様、本日ｽﾋﾟｰﾁありがとうございます。
今井君、渡辺君、西村君、谷川君
鈴木君、岡武君、坂田君、小山君、岩橋君
松下君、関根君、吉田（良）君、吉田（武）君
村田さん、受章おめでとうございます。 井上（武）君
結婚記念日自祝
松井君
各受付の皆さん、今日もご苦労さまです。
川中君、岩橋君、竹之内君
たくさんの方々からお祝いを頂きましてありがとうござ
いました。感謝です。
福留君
希望の風奨学金

計 0 円 累計 527,000 円

達成率 68.4%

100％出席、お誕生日お祝い、表彰のみなさま
おめでとうございます。

辻 眞一会員
入会おめでとうございます。
３/８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

３/１５（火）
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

３/２２（火）-スピーチ京都市 産業戦略監 白 須 正 氏

