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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

２０１６年５月２４日
第２３３３回例会 WEEKLY BULLETIN
ｒ
「地区インターアクトについて」
ＩＡＣ地区委員

福留 幸一

若輩者の私が地区インターアクト（ＩＡＣ）に出
向させて頂いて早くも４年くらいになるでしょう
か・・・・。当クラブがＩＡＣを提唱しようと動き始めた
ころ、ＩＡＣを持つなら地区に人員を出して欲しい
ということで何故か分かりませんが私の肩をたた
かれる事になりました。
当時を振り返ってみると当クラブが東山高等学
校とＩＡＣ設立の話が盛り上がり始めたのは、川中
年度の時で東山高校の社会科部の方からＩＡＣに
加わりたいという珍しいケースでした。はっきり覚
えているのはその時の３年生のモチベーションや
志はかなり高く、将来は有望な高校生だと感じ自
分の高校生時代が恥ずかしく感じたことを思い出
します。

４５－４１

以前よりロータアクトクラブも人数不足や運営
が厳しい状況の中、ＩＡＣを我がクラブが持つなん
て無理だという意見もあったのは事実です。しか
し、ＩＡＣからＲＡＣそして東山ＲＣへと繋げていけ
ればという意見と次年度である松井会長・小森幹
事の熱い思い、そして４５周年事業の一環として
のタイミングも後押しとなりＩＡＣ設立の運びとなり
ました。
ＩＡＣにつきましては、活発に活動している学校
から名前だけの休部状態の学校まで様々なのが
実態です。一般的には活動的な学校は私立学
校でかつ顧問の先生が長い間定着していて元気
のあるところです。公立学校では教師の転勤や
配置変えが頻繁で、しかも顧問の先生は休日に
出勤しているにも関わらず無給であったり交通費
さえ支給されないのがかなりネックになっているよ
うです。その点、我が東山ＩＡＣは恵まれた環境で
すし、校長の奥田先生が入会して頂いていること
（裏面に続く）

-青少年奉仕月間-

本日の例会

前回例会報告

ご夫人同伴例会

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
幹事報告
‐スピーチ‐
「落 語」笑福亭 鶴二 様
閉会点鐘

５月２４日（火）
第１回ﾛｰﾀﾘｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
11：00～「千草 2」
次年度引き継ぎ協議会
例会終了後「鳳凰の間」

第 2650 地区ガバナー
中澤忠嗣

次週の例会 ５月３１日（火）

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

於：東館４Ｆ「葵殿」

‐スピーチ‐
「ヨットレース」

〔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

会員数 75（28）名 出席者 58（20）名
ビジター 3 名
( )は出席率除外会員 出席率 86.6％
ゲスト
3名
第 2329 出席率 98.41％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

㈱不二家商事 代表取締役
京都西 R.C.会員 馬場 益弘 様
（ライトランチ）

クラブ・アッセンブリー ～次年度予算案審議～

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

もあり順風満帆の船出なのではないかと感じま
す。
最後に地区委員として皆様にお願いがござい
ます。実はＩＡＣにも２日間にわたる地区大会があ
り毎年各学校の持ち回りでホストを務めることにな
っております。新しく入会した学校は入会して５年
目にホストを務めるという決まりになっているため、
我がクラブが５０周年の年にＩＡＣ地区大会のホス
トをすることが決まっているのです。もちろん高校
生だけで務まるものではなく親クラブの多大な協
力が必要不可欠になります。節目の大変な年で
はございますが会員の皆様のご理解・ご協力をよ
ろしくお願い致します！
幹事報告
■ ご夫人同伴例会

本日はご夫人のテーブルをご用意しています。皆様、ご
一緒に楽しいひと時をお過ごしください。
■ 新会員歓迎会延期のお知らせ

開催を予定しておりましたが、諸般の事情により次年度
へ延期いたします。よろしくお願い致します。

興を支えるために義損金募集の依頼がございました。
【活動支援金の使途】
地元ロータリアンが中心となり、被災地での支援活動な
らびに今後の復興支援の費用に充てます。
上記内容を、5/10（火）の理事会にて審議、承認を頂き
ましたので、寄付分担金の中から、一人 2,000 円を拠出
いたします。つきましては、寄付分担金の残高が不足し
ていますので、新年度の第１期会費納入の時に「寄付分
担金 5,000 円」をご請求いたしますのでご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 新入会員候補者の入会に向けて

この度、５名の新入会員候補者を会員の皆様に開示
したところ、期間内に異議申し立てがございませんで
したので、入会に向けての手続きに入る事を報告いた
します。
*5/ 24(第 1 回インフォメーション)
*6/ 7(第 2 回インフォメーション)

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」
6/28（火）12：00～16：00「岡崎グランド」
・ゴルフ同好会
洛東ロータリークラブとの合同コンペ
6/8(水) 7：30 集合 「滋賀カントリークラブ」

■ ソウル国際大会

5 月 28 日（木）～韓国ソウルに於いて開催され、岩橋会
長、小森会長ノミニー、安澤国際奉仕委員長、山田会員、
岡武幹事が出席されます。ごくろうさまです。
■熊本地震被災者義援金

去る 4 月 14 日から発生している熊本地震では、多くの方
が被災されています。RI 第 2720 地区では「熊本地震総
合支援室」が設置されました。今後の被災地の復旧、復
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「京都のこころ」
5/25 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 京都嵯峨野ＲＣとの合同例会

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

5/26
（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

5/27
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

5/30
（月）
5/31
（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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特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜5/17＞
ロータリー財団

計 30,000 円 累計 1,171,800 円

達成率 76.1％
ｸﾗﾌﾞ累計 1,466,640 円
清水さん、もうひと頑張り!!
中村（弘）君
あっちゃん、おめでと～！
村岡君、山田君

宗教学者 山折哲雄氏
＊ビジター受付はございません
＊ビジター受付は平常通り

例会臨時変更
京都西北ＲＣとの合同例会
「祇園祭綾傘鉾復興と棒振り囃子」
綾傘鉾保存会 理事長 寺田 進氏
新会員スピーチ
松本会員、赤木会員、松尾会員、川口会員
―新入会員スピーチ―「自己紹介」
会員 藤田幹人氏
「いけばな～琳派、そして若冲～」
華道「未生流笹岡」家元 笹岡隆甫氏
「スーパーサーズデー」
クラブ・デー 第 9 回クラブ討論会
―会員スピーチ―「知っておいて欲しい感染症」
太田和夫氏
「音楽例会」
ピアニスト 京都市立芸術大学音楽部 准教授 野原みどり氏
「ＲＹＬＡに参加して」
2015-16ＲＹＬＡ受講生 交洋ファインケミカル㈱平松孝規氏
休会
＊ビジター受付はございません
「未定」
「鎌倉中央ＲＣ創立 30 周年訪問報告」
「知ってるとおもしろいクラシック雑学（ﾋﾟｱﾉにて）」
ｲﾝﾌﾟｼﾛﾝｵﾍﾟﾗｱｶﾃﾞﾐｰ専属ﾋﾟｱﾆｽﾄ 冬廣真美子氏
新入会員スピーチ「弊社 80 年の歴史と生業」
会員 佐々木二夫氏
「ＲＹＬＡ受講報告」
2015-16 年度ＲＹＬＡ受講生 ㈱ﾏｸﾞﾅﾑﾒｲﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 角出 誠氏、Ｂｉｓｔｒｏ ｗａｒａｋｕ 伊藤拓見氏
会員スピーチ「祇園祭をめぐる 3 つの不思議」 佛教大学歴史学部教授 会員 八木 透氏
「メキシコの文化と価値観について」
ﾒｷｼｺ・ﾃﾋﾟｸＲＣﾛｰﾀｰｱｸﾄ会員 立命館大学留学生 マリア・カﾘｯｼﾞｮ氏
「『路地裏の経済』に活路あり～経営破綻からの逆転、世界へ飛躍したｸﾗｲｱﾝﾄの事例を通して～」
ＮＰＯ法人プレネット 21 代表理事 瀬本博一氏
「京都大原魚山勝林院について」
京都産業大学文化学部 京都文化学科 教授 鈴木久男氏
『江戸幕府と華道家元池坊-家元の江戸下向-』
華道家元池坊 次期家元 池坊専好氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

米山記念奨学会

計 50,000 円 累計 861,000 円

達成率 71.2％
円
米山ランチ差額寄付
58,000 円
一助に。
山中君、川中君、井上（武）君
竹之内青少年奉仕委員長、クラブ・フォーラムご苦労様
です。
川中君
竹之内委員長、本日は御苦労様です。
鈴木君
あっちゃん、お幸せに～！
村岡君
※今回の寄付にて、岩橋会員は、米山功労者 6 回目と
なられました。おめでとうございます。
ｸﾗﾌﾞ累計 992,000

ニコニコ箱

計 48,000 円 累計 2,976,000 円

達成率 99.2％
本日はお世話になります。
２６５０地区ガバナーエレクト
京都東ロータリークラブ 田中誠二様
今日はお世話になります。8 月のＩＭ宜しくお願い申し上
げます。
京都西山ロータリークラブ 梶野興三様、松本恒司様
結婚記念日自祝。
村田君
青少年奉仕クラブ・フォーラム、担当竹之内委員長、本
日はご苦労様です。
吉田（良）君、戸田君、今井君、岩橋君、西村君
小森君、関根君、中塚君、渡辺君、小野君
吉田（武）君、岡武君、
君
中西君、布施君
本日の青少年奉仕フォーラムよろしくお願いします。
竹之内君

希望の風奨学金

計 27,000 円 累計 564,000 円

達成率 73.2％
一助に。川中君、戸田君、磯田君、横尾君、中川君

