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５月１０日
第２３３１回例会 WEEKLY BULLETIN
ｒ
「青少年奉仕委員として」

４５－３９

も『魚つかみと昔遊びのわくわく体験』を開
催したところです。

青少年奉仕委員長

竹之内米貴

今年度より「青少年奉仕月間」が例年の９
月から５月に変更となりました。私としては
フォーラムが先に延びて１月に入ってから
準備したらよいと悠長にかまえておりまし
たが、あれよあれよという間に目前に迫って
まいりました。今は急いで準備を始めたとこ
ろです。
山科では高校生はおろか小学生までもが
大麻を所持していると報じられたところで
ございます。薬物が小学生の手に届くまで広
がっております。このことを受けて、各学校
ではＰＴＡが保護者向けのセミナー等を緊
急に開催いたしました。東山ＲＣも少年犯罪
を少しでも減らそうと取り組んでおり、先月

我々東山ＲＣは東山ＲＡＣ並びに東山Ｉ
ＡＣを提唱しております。東山ＲＡＣは「院
内学級」や「リレー・フォー・ライフ」等、
病気と闘う方をサポートする素晴らしい奉
仕活動をしております。そして、今年度は当
地区がホストになりＡＰＲＲＣ２０１６が
開催され、アジア太平洋地域のローターアク
ターと活発に交流いたしました。また、ＲＹ
ＬＡへも東山ＲＡＣから参加することが定
着してまいりました。東山ＩＡＣは祇園祭清
掃奉仕活動や東山ＲＣが行なう奉仕活動に
積極的に参加しております。
我々ロータリアンは彼らが行なう奉仕活
動を支援し、健全な育成へと導く使命があり
ます。これからは東山ＩＡＣから東山ＲＡＣ
（裏面へ続く）

-青少年奉仕月間-

本日の例会 クラブ・デー
開会点鐘
〔１２：３０〕
君が代斉唱
ロータリーソング♪ 奉仕の理想
会長挨拶
来客紹介
表彰
幹事報告
クラブ・フォーラム（創立５０周年記念事業）
担当 創立５０周年記念事業実行委員長 中村翠嵐君
今月のお祝い
閉会点鐘
〔１３：３０〕

本日の会合
第 11 回定例理事・役員会
京都東山 RAC 滝川卓話
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」
19：30～「八千代」

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

前回例会報告
会員数 75（28）名 出席者 60（22）名
ビジター 1 名
( )は出席率除外会員 出席率 87％
ゲスト
2名
第 2327 出席率 98.48％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ５月１７日（火）

於：東館４Ｆ「葵殿」

クラブ・フォーラム（青少年奉仕）
担当 青少年奉仕委員長 竹之内米貴君
（米山ランチ）

次週の会合

５月１７日（火）
第６回次年度理事・役員会

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「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

へ、そして、東山ＲＡＣからロータリアンへ
と望ましい流れができようとしています。
今後とも彼らの活動を暖かく見守るととも
に、会員の皆様のご支援・ご鞭撻のほどよろ
しくお願いいたします。
今月のお祝い
❁ １００％出席会員表彰
３６年間：小野君

連続３５年間：西村君

❁ 誕生日
谷口君 ３日

今井君

５日

川中君 １１日

岡武君 １２日

塩路君 １６日

中村(吉)君 ２１日

❁ 夫人誕生日
布施君夫人

真弓さん

福留君夫人

えりかさん

６日
１２日

中村(翠)君夫人 通子さん

１３日

坂田君夫人

２６日

裕美さん

❁ 結婚記念日
谷口君 ３日

辻 君 ５日

小森君 ７日

中村(翠)君 ８日 小原君 ８日

山本君 １２日

山中君 １２日

村田君１７日

植野君 １９日

川勝君 ３０日

村岡君 ３１日

幹事報告
■ 青少年奉仕月間

今月は、青少年奉仕月間です。皆様ご理解のほど宜
しくお願い致します。
■ 次年度引き継ぎ協議会ご案内
5/24（火）例会終了後、現年度から次年度への申し
送りのための引き継ぎ協議会を開催いたします。現・次
年度の各委員長へ開催のご案内と、現委員長へは、
「引継ぎ事項書」と「年次報告書」の書式をお配りして
います。どちらも当日までにご記入の上ご持参頂き、協
議会終了後事務局にご提出くださいますようお願い申
し上げます。
※「年次報告書」に関しましては、これをもって原稿と
致しますので、お忘れ無きようお願いします。また、事
務量軽減のため、データにてご提出頂ければ大変あり
がたく存じます。なお当日は、必ず『委員会ファイル』を
ご持参ください。
■ 京都さくら RC 創立 10 周年記念例会・祝宴
5/11 (水)「ANA クラウンプラザホテル京都」に於いて開
催され、岩橋会長、岡武幹事が出席されます。ごくろう
さまです。
■ 2015-16 年度 京都市内 24RC 連絡協議会
第 3 回会長・幹事会（現・次年度合同）
5/13（金）「京都ホテルオークラ」に於いて開催され、岩
橋会長、岡武幹事、渡辺会長エレクト、清水次年度幹
事が出席されます。ごくろうさまです。
■ ～京都東山ロータリークラブ～ご夫人同伴例会
会場変更のお知らせ
ご夫人同伴の例会を、来る 5 月 24 日（火）に開催いた
します。会場が『山城の間』より、『葵殿』へと変更となり
ましたのでお知らせ致します。
日 時 ２０１６年 ５月 ２４日（火）
例 会 １２：３０～１３：３０
場 所 ウェスティン都ホテル京都 東館４Ｆ 「葵殿」
内 容 笑福亭鶴二様による落語
会 費 無 料

都 京都Ｈｵｰｸﾗ -新会員スピーチ-「2016 年消費トレンドを考える」 ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ㈱京滋統支社 理事 支社長 大塚直樹氏
5/11 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん クラブ・デー「次年度第１回クラブ・アッセンブリー」

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

5/12
（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

5/13
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

5/16
（月）
5/17
（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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臨時休会
＊ビジター受付はございません
クラブ・デー
「地産農家と高校との協働によるもの創り」
有限会社 京フーズ代表取締役 関 佳彦氏
「最近の金融経済情報」
日本銀行京都支店支店長 京都ＲＣ会員 大川昌男氏
-故 黄 書璋会員追悼例会-「故 黄 書璋会員を偲んで」
会員 町田宗隆氏、皐月邦右氏
「教育の最前線-大学と社会がつながっている-」
京都精華大学人文学部 教授 筒井洋一氏
「祇園祭・大船鉾について」
公益財団法人 四条町 大船鉾保存会 業務執行理事 木村宣介氏
「主に 1960 年代後半のブルース・ロックをギター・デュオで演奏」
Key Fujita(藤田キー)氏他
-新入会員スピーチ「烏丸六角『花市商店』」川瀬健一氏、『未定』森下 浩氏
創立 10 周年記念例会の為、例会日時臨時変更
＊ビジター受付はございません
「青少年奉仕の話」
会員 松本恒司氏
「私のサッカー人生と家族」
ｾﾚｯｿ大阪ﾚﾃﾞｨｰｽﾁｰﾑ ｽｸｰﾙｺｰﾁ 山科花恵氏
「祇園祭でリユース食器活用 祇園祭ごみゼロ大作戦」
公益財団法人京都地域創造基金 事務局長 可児卓馬氏
「春画―第二次ジャポニズム」
国際日本文化研究センター名誉教授 早川聞多氏
「同伴例会“ﾌﾞﾙｰｽﾊｰﾌﾟ”を楽しむ＆ご家族へ２５周年事業のご理解・ご協力を」
花村ようかん氏、松浦眞九郎氏、ﾄﾓﾀﾞﾏｺﾄ氏
「６次産業化と地域活性の現場から」
農業生産法人こと京都㈱ 宮川光太郎氏
「未定」
千 宗守氏
「不思議と謎がいっぱい、京都の植物」
京都府立大学客員教授 京都府立植物園名誉園長 松谷 茂氏
「玄米酵素と健康」
会員 山本奈美氏
「京都工芸繊維大の将来へ の取組み」
副学長 森本一成氏
「頭のストレッチ」
嚫家 二代目 森乃福郎氏
「青少年奉仕月間に因んで」
第 2650 地区新世代育成基金特別委員長 京都洛西ＲＣ会員 吉川裕丈氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

ＲＡＣ報告
【4/26（火）例会】
福川委員、竹之内青少年奉仕委員長が出席されまし
た。ごくろうさまでした。

～４月のスナップ～

同好会情報
・野球同好会
練習 5/31（火）14：00～16：00「岡崎グランド」
・ロータリーほろにが会 5/10（火）18：00～「東華菜館」

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜4/26＞
ロータリー財団

計 15,000 円累計 1,066,800 円

達成率 69.3％
ｸﾗﾌﾞ累計 1,361,640 円
ロータリー財団協力会より。
深海君
米山記念奨学会

4/5（火） お花見例会
於：南禅寺「八千代」

計 0 円 累計 769,000 円

達成率 64％
円

ｸﾗﾌﾞ累計 842,000

ニコニコ箱

計 20,000 円 累計 2,806,000 円

達成率 93.5％
イリーナ・メジューエワ様、本日はありがとうございます。
吉田（良）君、西村君、谷川君、本田君、吉田（武）君
小山君、渡辺君、小森君、中塚君、郡君
希望の風奨学金
一助に。

計 10,000 円 累計 537,000 円

達成率 69.7％
上村君
4/12（火）-13（水） 金沢南ＲＣとの交流会

4/10（日）特別事業
魚つかみと昔遊びのわくわく体験例会
於：京都市百々小学校

1 日目 アサヒビール吹田工場見学
合同懇親会 於：南禅寺「八千代」
2 日目 比良ゴルフ倶楽部
大徳寺観光

4/19（火）
クラブ・デー

4/19（火）
会員スピーチ
「私の仕事」村田好謙君

表 彰
お誕生日
100％出席
～おめでとうございます～

4/26（火）
ピアニスト
イリーナ・メジューエワ氏

