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会長 渡辺 剛士

せていただきました。詳細につきましては例会に
て説明させていただきます。

本年会長の大役を務めることになりました、皆
様どうぞよろしくお願いします。京都東山ロータリ
ークラブの５０周年を 1 年後に迎えるにあたりこ
れまで諸先輩たちが築いてこられた良き伝統を
将来に伝えるために、また近年入会された新し
い会員の皆さんが良き伝統を引き継いでいただ
くために精一杯努力していきます。

今年ガバナー公式訪問の時期が１０月になり
ました。例年年度の早い時期に行われていまし
たが、今年２６５０地区では合同の公式訪問を推
奨されていましたが我がクラブは単独でのガバ
ナー公式訪問を行うこととしました。その辺りの
地区の日程調整もあり我がクラブは１０月１１日
（火）にガバナー公式訪問を行うことになりまし
た。

今年度 R I 会長はアメリカ出身のジョン ジャ
ームさまで『人類に奉仕するロータリー』をテー
マに掲げられています。そして２６５０地区ガバ
ナーの刀根荘兵衛さまは『夢を語り、現在を刷
新』を地区スローガンに掲げられています。私は
これらのテーマをもとに京都東山ロータリークラ
ブの今年のテーマを『奉仕の心を大切に』サブ
テーマを『奉仕を通じてロータリーを楽しもう』とさ

今年４月に開かれました R I の規定審議会
において多くの重要な決定が行われました。そ
の中の項目では多くの裁量をクラブに委ねる立
法案が採択されました。わがクラブでは早い時
期にクラブ戦略策定委員会と規定審議委員会と
で協議をしていただき、会員の皆様にはクラブ
（裏面に続く）

本日の例会 -新年度初例会開会点鐘
君が代斉唱
ロータリーソング♪ 奉仕の理想
会長挨拶
記念品贈呈
来客紹介
表彰・奨学金授与
新会員入会式
幹事報告
「就任挨拶」
閉会点鐘

〔１２：３０〕

会員数 75（27）名 出席者 64（20）名 ビジター 1 名
( )は出席率除外会員 出席率 94.1％
ゲスト
0名
第 2334 出席率 95.45％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ７月１２日（火）於：東館 4Ｆ「葵殿」
会長 渡辺剛士君
副会長 中村弘吉君
幹事 清水泰博君
〔１３：３０〕

本日の会合
第 1 回定例理事・役員会
２０１６－１７年度
国際ロータリー会長
ジョン F. ジャーム
第 2650 地区ガバナー
刀根 荘兵衛

会長(理事) ·········· 渡辺
会長エレクト(理事) ·· 小森
直前会長(理事) ····· 岩橋
副会長(理事) ······· 中村
幹事(理事) ···········清水
クラブ管理(理事) ···· 松井
(理事) ··· 坂田
広報(理事) ·········· 木村
会員増強(理事) ····· 本田

前回例会報告

例会終了後「平安の間」
剛士
直之
忠昭
弘吉
泰博
信五
均
安輝
修造

クラブ・デー
「就任あいさつ」
S.A.A. 吉田 武雄君
社会奉仕委員長 中塚 浩君

次週の会合

７月１２日（火）
京都東山ＲＡＣ「所信表明例会」
１９：３０～「八千代」

ﾛｰﾀﾘｰ財団(役員)···· 薮下
ﾛｰﾀﾘｰ情報(役員)···· 小野
親睦活動(役員) ····· 川勝
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ·····吉田
職業奉仕(役員) ····· 平野
社会奉仕(役員) ····· 中塚
国際奉仕(役員) ····· 安澤
青少年奉仕(役員) ·· 郡
会 計(役員) ········ 松下

清三
富造
裕之
武雄
俊雄
浩
英治
正樹
明史

副幹事 ··········村田 好謙
副幹事 ··········橋本 幸司
副幹事 ··········中村
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········山本 眞也
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········村岡 正浩
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········山田幸一郎
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········青山真由美
副会計 ··········上村 承生

･･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

アッセンブリーでご審議していただき新しいルー
ル作りを行っていきたいと思っています。
また今年度は新しい試みとして、例年行って
いる情報集会に加えてインフォーマルミーティン
グの名称でベテランの会員さんと新しい会員さ
んとが同じ組になっていただき酒を酌み交わし
ながら自由な発言の中で先輩の良きアドバイス
が後輩に伝わればいいと思っています。
そして今年度はメイン事業としてグローバル補
助金を目指す事業を取り組みたいと思っていま
す。詳細が決まりしだい皆様にご報告と説明を
行いますのでご協力よろしくお願いします。
新会員紹介
◆安倍 秀風 （あべしゅうふう）会員
勤務先：〒606-8402
京都市左京区銀閣寺町 26
神心流尚道館 家元
TEL：075-771-5159 FAX：075-711-5032
自宅：〒606-8266
京都市左京区北白川久保田町 8
TEL：075-711-5032 FAX：075-711-5032
職業分類 詩吟
推薦者：小森直之・川勝裕之
◆加藤 晃久（かとう てるひさ）会員
勤務先：〒606-8382
京都市左京区二条大橋東三筋目北側
株式会社加藤順漬物店 取締役
TEL：075-771-2302 FAX：075-752-0290
自宅：同 上
職業分類 食品加工業
推薦者：小森直之・川勝裕之

◆田村 旭彦（たむら あきひこ）会員
勤務先：〒606-8257
京都市左京区北白川西伊織町 10-3
株式会社田村建設
TEL：075-701-1711
FAX：075-701-5058
自宅：〒606-8257
京都市左京区北白川西伊織町 10-2
TEL：075-701-1711
FAX：075-701-5058
職業分類 土木業
推薦者：小森直之・川勝裕之
◆茂山 良暢 （しげやま よしのぶ）会員
勤務先：〒606-8265
京都市左京区北白川東小倉町 28
忠三郎狂言会 当 主
TEL：075-701-2011
FAX：075-701-2231
自宅：〒606-8265
京都市左京区北白川東小倉町 28
TEL：075-701-2011
FAX：075-701-2231
職業分類 狂言師
推薦者：小森直之・川勝裕之

幹事報告
■ 表敬訪問

新年度にあたり、表敬訪問にお越し下さっています。
京都東ロータリークラブより、
会長 堤 清彰様、 幹事 高井好信様
京都洛北ロータリークラブより、
会長 後藤浩之様、 幹事 䉤下 誠様
京都洛東ロータリークラブより、
会長 五味 明様、 幹事 稲川昌実様
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2016-17 年度 会長 松浦俊海氏
会長、副会長、直前会長、幹事、会計、SAA
理事・役員

「理事・役員就任挨拶」
「就任挨拶」
会長 上田 昇氏
「就任挨拶①」
会長、副会長、幹事、会計、SAA
「京都市の観光政策について」
京都市観光政策監 糟屋範子氏
「就任挨拶」
「就任挨拶」
会長・会長エレクト・副会長、幹事
「就任挨拶」
会長・会長エレクト・幹事・会計
来賓スピーチ R.I.第 2650 地区ﾊﾟｽﾄガバナー 京都洛中 RC 会員 平井義久氏、第 1 回ｸﾗﾌﾞ協議会「理事・役員 就任挨拶」
「就任挨拶」
会長、副会長、幹事
「本年度活動方針」
S.A.A. クラブ管理運営委員長、奉仕プロジェクト委員長
「ガバナー公式訪問所感」
R.I.第 2650 地区ガバナー刀根荘兵衛氏
例会変更
「就任挨拶」
理事・役員
創立記念例会「京都紫竹ロータリークラブの原点に帰る」
「就任挨拶」
理事・役員
「所信表明」
各理事
「新年度を迎えてⅡ」
会長エレクト、副会長、理事各位
「新役員挨拶 自己紹介・今年度抱負」
副会長、会計、SAA
「理事就任挨拶」
「就任あいさつ」
各担当理事
「理事・役員就任挨拶」
各担当理事・役員

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

■ 新会員入会式

本日、新会員として、安倍 秀風 （あべしゅうふう）君、
加藤 晃久（かとうてるひさ）君、田村 旭彦（たむらあき
ひこ）君、茂山 良暢 （しげやまよしのぶ）君をお迎えし
ます。ご活躍を期待致します。
■ 新年度ロータリー手帳、東山手帳、週報ファイル配布

受付にてロータリー手帳、東山手帳２冊と、週報用ファ
イルをお配りしております。一年間ご活用下さい。
■ ポスト移動

新年度から、ポストの位置が移動しております。名札等
お取り間違いのなきようご注意ください。
■ 第１期会費振込用紙配布

本日、第１期分の年会費振込用紙をお配りしております。
次週７/12（火）の例会前に納入受付を設けます。
今回は、寄付分担金の残高が不足しておりますので、
5,000 円を加算して請求させていただきます。金額をご
確認の上ご対応頂きますようお願い致します。ご理解の
ほど、よろしくお願い致します。
■ 職業奉仕担当者研修会

7/9（土）「メルパルク京都」に於いて開催され、清水幹
事が出席されます。ごくろうさまです。
■ ｲﾝﾀｰｱｸﾄ夏期研修結団式並びに事前研修会

7/10（日）「京都テルサ」に於いて開催され、岡武インタ
ーアクト委員長が出席されます。ごくろうさまです。
■ロータリーレート変更

7 月 1 日より、ロータリーレートが１㌦＝１０２円に変更さ
れます。（6 月＝110 円）

ＲＡＣ報告
【6/25（土）卒業例会】川勝 RA 委員長、中西副 RA 委員
長、井上（正）、山田同委員、岩橋会長、岡武幹事、
中村（弘）、柴田、小森、平野、村田、清水、安澤、中川
郡各会員が参加されました。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！

ニコニコ箱・特別寄付 ＜6/21＞
ニコニコ箱

計 60,000 円 累計 3,243,000 円

達成率 108.1％
理事・役員の皆様、一年間ご苦労様でした。
柴田君、杉﨑君、竹本君、小山君、稲本君、磯田君
西村君、小森君、関根君、中村（弘）君、中村（翠）君
川勝君、深海君、寄本君
一年間、ありがとうございました。
岩橋君

1 年分の感謝を込めて。
岡武君
岩橋会長、最後までよく頑張ったね。
小林君
岡武さん、一年間大変お疲れ様でした！
中塚君
井上（勝）さん、長い間お世話になりました。しばしのお
別れです。
吉田（良）君、小山君、坂田君、岸君
中島さん、長い間ごくろうさまでした。
今井君、渡辺君、小山君、今村君、松下君
吉田（武）君、中村（弘）君、橋本君
ロータリー財団
計 80,000 円累計 1,397,800 円
達成率 90.8％
ｸﾗﾌﾞ累計 1,692,640 円
一年間、ありがとうございました。
岩橋君
1 年分の感謝を込めて。
岡武君
岩橋さん、岡武さん、一年間ごくろうさまでした。
渡辺君
うれしい事、ありました。マリーナ、ヨットレース連続優勝
してしまいました。
横尾君
熊本の復興を願って。
佐々木君
中島さん、お世話になりありがとうございました。 岸君
一助にて。
小坂君、清水君
一助に。
松下君
米山記念奨学会 計 72,000 円 累計 1,075,000 円
達成率 89％
ｸﾗﾌﾞ累計 1,206,000 円
一年間、ありがとうございました。
岩橋君
1 年分の感謝を込めて。
岡武君
会長、副会長、幹事、見事にお務めご苦労様でした。
小野君
次年度よろしくお願いします。
渡辺君
岩橋会長、戸田副会長、岡武幹事、一年間お疲れ様
でした。
郡君
米山奨学へのご協力ありがとうございました。次年度も
米山奨学を宜しくお願い致します。
中川君
一助に。
小坂君、松下君、薮下君
※6 月の寄付にて、小坂会員は、米山功労者３回目、
松下会員、郡会員は、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。
希望の風奨学金 計 125,000 円 累計 793,000 円
達成率 103％
一年間、ありがとうございました。
岩橋君
岩橋さん、岡武さん、一年間ごくろうさまでした。
吉田（良）君、松井君、川勝君、渡辺君、上村君
皆さん、一年間ごくろう様でした。
安澤君、福留君、布施君
山本先輩ごちそうさまでした。
村岡君、山田君
一年間、無理を言ってお願いし申し訳ありませんでした。
本当に有難うございました。
中村（弘）君
前年度（２０１５～１６）寄付累計
ニコニコ箱
ロータリー財団
米山記念奨学会
ﾛ—ﾀﾘ—希望の風奨学金

3,243,000 円
1,692,640 円
1,206,000 円
793,000 円

ご協力ありがとうございました

6/7（火） クラブ・デー

～６月のスナップ～

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。

6/14（火）
ヤレヤレ例会
ウェスティン都
ホテル京都
於：みずほの間
牧野 誠司会員
入会おめでとうございます。

■6/25（土）禅と精進料理の体験会
（国際奉仕委員会）

6/21（火）
－最終例会－
「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
世界遺産「天龍寺」に於いて
留学生の皆様に日本文化を体験して頂く
交流会を開催しました。

一年間、お疲れ様でした。

