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“今、を知り、未来を語ろう。Ｒｏｔａｒｙ！”

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６月２１日
第２３３７回例会 WEEKLY BULLETIN
ｒ
「一年 お礼と感謝の連続」
会長 岩橋 忠昭
会長のご指名をいただいた時、私で良けれ
ば、京都（山科）東山ロータリークラブへ入れて
いただいたご恩返しだと非力ながらお受けいた
しました。
“始めよければ終わりよし、終わり良ければす
べてよし”を座右の銘としている私。年度前に不
徳のせいか幹事予定者の退会申し出、青天の
霹靂、当てもないのに、意外に落ち着いていま
した。皆さまのご心配の中で幹事経験者でなけ
れば分からない、大役を岡武君に引き受けて頂
きました。常日頃のお付き合い、家族を通して
のお付き合いの大切さを感じた次第です。余談
ですが私が入院をした時、岡武幹事は比叡山
延暦寺へお参りし、お守りを病室へ届けてくれ

４５－４５

ました。気遣いと行き届いた幹事ですので一年
間、無事、終えられました。戸田副会長に精神
的なバックアップをしていただきました。年度を
無事終えられましたのも、理事・役員・理事会メ
ンバー・クラブ各位のお陰です。お一人、おひ
とり名前を挙げてお礼と感謝を申すのが当然で
すが紙面の都合で申せません。有難うございま
した。
私の病気、悔やみました、途中エスケープも
考えました。会長になって、いつもは月、本(雑
読)を４～５冊買うのですが、初めて買った本、
「窓から逃げた１００歳老人」老人ホームから１０
０歳、市をあげての誕生日のその日に逃げ出し、
色々なことに巻き込まれる話ですが、自分と重
ね、力をもらいました。
力といえば、今年度の事業「魚つかみと昔遊
びのわくわく体験」、インターアクター、ローター
アクターの若い力、地域の力、いつもながらの
（裏面に続く）

前回例会報告

-ロータリー親睦活動月間-

本日の例会 最終例会
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
「退任挨拶」
会 長 岩橋 忠昭君
副会長 戸田 義高君
幹 事 岡武 和暁君
閉会点鐘
〔１３：３０〕

今週の会合

６月２５日（土）
京都東山 RAC 卒業例会
19：00～「桃園亭」
下京区河原町通四条下ル稲荷町 335
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

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

会員数 75（27）名 出席者 55（16）名 ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 86％
ゲスト
1名
第 2333 出席率 96.92％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

*６月２８日（火）は休会です。ご注意ください。
次週の例会 ７月５日（火）於：東館 4Ｆ「葵殿」
-新年度初例会「就任挨拶」
会長 渡辺剛士君
副会長 中村弘吉君
幹事 清水泰博君
次週の会合 ７月５日（火）
第 1 回定例理事・役員会
例会終了後「平安の間」

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

我がクラブの底力、子供たちの笑顔が物語って
いました。KBS 京都放送での放映、ロータリー
の広報でもお役に立てたのではと自画自賛して
います。
考えられないことが起きました、“熊本地震
“何か出来ることはと考えているうちに年度末、
地区からの協力要請がありました、益城町をホ
ームタウンとする熊本りんどうロータリークラブか
らの現状と要望に大分キャピタルを対応クラブ
として、地区補助金を基に京都東山ロータリー
クラブとして遅ればせながらお役に立てたと思
っております。
“終わりよければすべてよし“、終わりを迎えら
れました、すべてよしの結果は待ちます。２年後
に迫った５０周年力を併せて成功させましょう。
みなさまありがとうございました！！

■特別奉仕事業（熊本地震被災者支援プロジェクト

への緊急支援）について
財団から当クラブに対して、地区補助金が支給されま
したので、実施クラブである大分キャピタルＲＣに 6/15
に支援金 350 万円を提供させて頂きました。皆様のご
理解とご協力ありがとうございました。また、6/22 に開
催される大分キャピタルＲＣの例会に岩橋会長が出席
予定です。ご苦労様です。
実施場所：熊本県上益城郡益城町
事業内容：トラックやワゴン車の無償貸与
（レンタカーの提供）
支援クラブ ：京都東山ＲＣ （第２６５０地区）
実施クラブ ：大分キャピタルＲＣ（第２７２０地区）
支援先クラブ：熊本りんどうＲＣ （第２７２０地区）
支援額合計 ：３５０万円
（内 ロータリー財団地区補助金 ３３０万円
京都東山ロータリークラブ ２０万円）
■創立

50 周年記念事業
2017 年 8 月 5 日（土）に山中伸弥先生の記念講演会
を実施致します。
■納涼家族会ご案内

幹事報告
■「ヤレヤレ会」お礼

先週開催致しましたヤレヤレ会には、多数の会員諸兄
姉にご参加いただきましてありがとうございました。親
睦活動委員会の皆様、おつかれさまでした。
■今年度最終例会

本日は今年度最終例会です。会員の皆様には、この
一年間大変お世話になりました。心より御礼申し上げ
ます。

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「世の中の体温をあげる」
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前回、7/24（日）に開催する「納涼家族例会」のご案内
をお配りさせて頂きました。多数の皆様のご参加をお
待ちしております。お申し込みは 7/12（火）までに親睦
活動委員会または事務局までお願い致します。
－納涼家族例会－
日 時 平成 28 年 7 月 24 日（日）
集 合 8 時 30 分（ウェスティン都ホテル西館玄関前）
目的地 長島温泉 ホテル花水木
三重県桑名市長島町浦安 333
0594-45-1111□
湯あみの島 ジャンボ海水プール ジャズドリーム長島
㈱スマイルズ 代表取締役 東京代官山 RC 初代会長 遠山正道氏
理事・役員
2015-16 年度 RYLA 受講生 学校法人瓜生山学園 幅上莉子氏

「2015-16 年度 RYLA に参加して」
「休会」
「退任挨拶」
副会長 佐東賢一氏、幹事 浦谷 悟氏、S.A.A 北 篤人氏
休会
＊ビジター受付は平常通り
「未定」
常照寺 住職 奥田正叡氏
「ガッテンできるか？おしっこの問題」
会員 上田朋宏氏
「スーパーサーズデー」
―休会―
＊ビジター受付はございません
第 5 回クラブ協議会「退任挨拶」
「退任挨拶」 会長、幹事
当日ﾔﾚﾔﾚ例会の為、ビジター受付はございません
「天王山勤王十七烈士顕彰会について」
会員 津田定明氏
「退任挨拶」
会長、副会長、幹事、会計、S.A.A
「退任挨拶」
加口会長、浅野幹事
「退任挨拶」
会長、幹事
「退任挨拶」
「退任挨拶」
会長、会長エレクト、副会長、幹事、理事、会計、会場監督
「退任挨拶」
「一年を振り返ってⅡ」
会長、幹事
よれよれ会 例会場変更
＊ビジター受付はございません
役員理事退任挨拶
「退任挨拶」
会長、副会長、幹事
夜間例会の為、例会臨時変更
＊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

■2016-17

年度 会員増強・維持セミナー
7/3(日)「京都商工会議所」に於いて開催され、本田次
年度会員増強委員長が出席されます。ごくろうさまで
す。

一年間ありがとうございました。
中島君
*今回の寄付にて、木村（安）会員は 4 回目のﾏﾙﾁﾌﾟ
ﾙ・ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ、岡武会員は１回目のﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟ
ｰﾙﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰになられました。おめでとうございます。

会員だより
＊井上 勝会員、中島 陽子会員、誠に残念乍ら
2016 年 6 月 30 日をもって退会されることとなりました。

米山記念奨学会

ＲＡＣ報告
【卒業例会】６月２５日（土）１９：００～「桃園亭」にて、
安倍禎一会員、田村旭彦会員 2 名の卒業例会を開催
します。参加ご希望の方は RAC 委員会まで連絡をお
願いします。
【6/14（火）例会】中西ＲＡ副委員長が出席されました。
ごくろうさまでした。

ＩＡＣ報告

計 60,000 円 累計 993,000 円

達成率 82.1％
ｸﾗﾌﾞ累計 1,124,000 円
岩橋会長、頑張って頂いてヤレヤレ会迄きました。御
苦労様でした。岡武さんも御苦労様でした。
中村（翠）君
一年間ご協力ありがとうございました。
木村（安）君
次年度よろしくお願いします。
渡辺君、清水君
一年間ありがとうございました。
中島君
一助に。
岩橋君
一年間ありがとうございました。
岡武君
ニコニコ箱

計 40,000 円 累計 3,183,000 円

達成率 106.1％
親睦活動委員会の皆様、本日のヤレヤレ例会、ありが
とうございます。
吉田（良）君、鈴木君、大藤君
小林君、今村君、岩橋君、中村（弘）君、小山君
横尾君、佐貫君、渡辺君、西村君、今井君
小森君、柴田君、平野君、岡武君、吉田（武）君
山本委員長、一年間おつかれ様でした。
６月１９日（日）に開催されました次年度ＩＡＣ会長・幹
事会において、京都東山ＩＡＣの今年度の活動が「努
力賞」を受賞し表彰されました。（地区のＩＡＣの中で第２位）

同好会情報

希望の風奨学金

計 9,000 円 累計 668,000 円

達成率 87％
一年間、ありがとうございました。
岡武君
ヤレヤレ例会ありがとうございます。
吉田（良）君、関根君

＊野球同好会

練習試合 6/25（土）16：00～VS 洛中 RC「吉祥院公園グランド」
練習 6/28（火）12：00～14：00「岡崎公園グランド」
練習試合 7/18（祝）16：00～VS 伏見 RC「岡崎公園グランド」
＊ゴルフ同好会
2016-17 年度ポリオ撲滅活動協賛第 71 回市内 24ＲＣ懇
親チャリティーゴルフ大会
10 月 8 日（土）「瀬田ゴルフコース北コース」
（詳細は、案内が到着次第、追って連絡させていただきます。）
＊ロータリーほろにが会 （当番ｸﾗﾌﾞ京都東山 RC）
7/12（火）18：00～「レストラン菊水」にて開催。
皆様、奮ってご参加ください！

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜6/14＞
ロータリー財団

計 50,000 円 累計 1,306,800 円

達成率 85％
円
岩橋会長、頑張って頂いてヤレヤレ会迄きました。御
苦労様でした。岡武さんも御苦労様でした。
中村（翠）君
岩橋会長、岡武幹事、ヤレヤレに際し、ご苦労さまで
す。
川中君
一年間ご協力ありがとうございました。
木村（安）君
一助に。
岩橋君
一年間ありがとうございました。
岡武君
ｸﾗﾌﾞ累計 1,601,640

７月 の プ ロ グ ラ ム

７月 ５日（火） 初例会
「就任挨拶」会 長 渡辺剛士君
副会長 中村弘吉君
幹 事 清水泰博君
７月１２日（火）

クラブ・デー
「就任挨拶」
ｸﾗﾌﾞ運営管理理事 松井 信五君
Ｓ．Ａ．Ａ． 吉田 武雄君

７月１９日（火） 「就任挨拶」
社会奉仕委員長 中塚 浩君
国際奉仕委員長 安澤 英治君
ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 小野 富造君
（ライトランチ）
７月２４日（日） －納涼家族会－
於： 長島温泉 ﾎﾃﾙ花水木
＊7/26（火）からの例会臨時変更

