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京都東山ロータリークラブ
会長テーマ

～ 奉 仕 の 心 を 大 切 に ～奉仕を通じてロータリーを楽しもう
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そして本年は、五十周年の前年度として準備
をしていかなければなりません。実行委員会で
は、五十周年を単なるセレモニーでなく更に続く
五十年の原動力になる行事を、と進めておられ
ます。そんな時に、前会長の最後の御挨拶にあ
りました様に、ＲＩよりクラブの定款の変更とそれ
に伴う細則・内規等の見直しを求められてきまし
た。我々東山ロータリークラブが歩む方向という
か指針を考え決めなければなりません。此の事
は、規定審議委員会で決める前に、クラブ戦略
策定委員会で充分検討していただき、皆で智恵
を出し合い考えていかなければなりません。

副会長 中村 弘吉
今年度副会長を拝命致しました中村です。
私、在籍年数三十年有余になりますが役員歴は
殆どなくひたすら職業奉仕に専念してきました。
しかし、齢七十を迎える本年、同窓の後輩が会
長、幹事を引き受けられたとの事で、長年お世
話になったクラブへの御恩返しにと、お手伝いさ
せて戴くことにしました。
渡辺会長は、メイン事業にグローバルなもの
を手懸けたいと考えておられます。それは会長
の同級生が長年マザー・テレサのもとで仕事を
されている方が居られ、常々ロータリークラブとし
ても何か出来ないかと考えられていた様です。
具体的な案が出れば会長の想いの達成に会員
揃ってのご協力をお願いいたします。

本日の例会 クラブ・デー
開会点鐘
ロータリーソング♪ 我らの生業
会長挨拶
来客紹介
表彰・奨学金授与
幹事報告
RAC 会長挨拶
今月のお祝い
「就任あいさつ」
閉会点鐘

〔１２：３０〕

会員数 77（26）名 出席者 63（20）名 ビジター 2 名
出席率 88.7％
ゲスト
8名
第 2335 出席率 95.54％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

「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
〔１３：３０〕

京都東山ＲＡＣ「所信表明例会」
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

次週の例会 ７月１９日（火）於：東館 4Ｆ「葵殿」

本日の会合

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

この様に 本年は重要な年度となりますので
全会員が櫂を握り一帯となり漕いで戴き、渡辺
船長を助け渡辺丸が来年の六月に無事帰港接
岸出来ますように、宜しくお願いいたします。

ｸﾗﾌﾞ管理運営理事 松井 信五君
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）

次週の会合

７月１９日（火）

１９：３０～「八千代」
剛士
直之
忠昭
弘吉
泰博
信五
均
安輝
修造

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
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第 1 回定例理事･役員会議事録 〈7/5(火)開催〉
1．前回議事録承認に関する件
2．納涼家族会に関する件
3．委員会構成表に関する件
4．新入会員委員会配属に関する件
5．新入会員候補者選考に関する件
6．今年度メイン事業に関する件
7．定款・細則・内規 改定に関する件
8．インターアクト夏期海外研修に関する件
9．ＩＭ参加登録に関する件
10．８月プログラムに関する件
11．事務局８月お盆休みに関する件
12．創立 50 周年記念事業に関する件
13．「希望の風」担当委員会に関する件
14.次回 理事・役員会開催日時決定に関する件
平成 28 年 8 月 2 日（火）例会終了後

今月のお祝い
❁ １００％出席会員表彰
４２年間
小林君
連続２４年間
渡辺君
❁ 誕生日
大藤君 ３日
福川君 ５日
小森君 ６日
松下君 ２５日
佐々木君 ２７日 大木(義)君 ２８日
中西君 ３１日
❁ 夫人誕生日
松井君夫人
まり子さん
４日
吉田(武)君夫人 たみ子さん
７日
辻 眞一君夫人 真美さん
17 日
中村(弘)君夫人 佐和子さん
２９日

❁ 結婚記念日
松下君 ６日

橋本君 ２０日

幹事報告
■ インターシティミーティング登録のお願い

日 時 8 月 20 日（土） 開会 13：40～
場 所 京都ホテルオークラ
登録料 3,000 円
登録料を添えて、親睦活動・出席委員会へ本日中にお
申し込み下さい。なお、新会員の皆様には 10：00～より
「新会員セミナー」が開催されます。多数のご登録をお
願い致します。
■納涼家族会ご案内

7/24（日）に開催する「納涼家族例会」のご出欠につき
まして、お申し込みは本日締切です。お返事が未だの
会員様は、親睦活動委員会まで至急お願い致します。
－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
TEL0594-45-1111
湯あみの島 ジャンボ海水プール ジャズドリーム長島

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！

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問所感」
2016-17 年度 RI 第 2650 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 刀根荘兵衛氏
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京都嵯峨野
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京 都 南
京 都 北
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「理事・役員就任あいさつ」
クラブ・デー「就任あいさつ」
会長ｴレクト、副会長、幹事、SAA
「ｶﾞﾊﾞﾅｰ所感」
2016-17 年度 RI 第 2650 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 刀根荘兵衛氏
「京都市の観光政策について」
京都市観光政策監 糟谷範子氏
クラブ・デー
「就任あいさつ」
理事・役員
「就任のあいさつ」
副会長、SAA、各理事
第 2 回クラブ協議会 「理事・役員 就任あいさつ」
「就任あいさつ」
各委員会委員長
「本年度活動方針」
SAA,クラブ管理運営委員長、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長
「昔の話-私達の環境保全」
会員 三輪竹泉氏
～理事・役員就任あいさつ～
2016-17 年度理事・役員
「京都五山送り火について」
佛教大学歴史学部教授 京都中 RC 会員 八木 透氏
第 1 回協議会「年間計画について」
祝日休会
祝日休会
※ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付はございません。
祝日休会
祝日休会
社会奉仕フォーラム（嵐山こども相撲大会）
「今、なぜ、土方歳三-上司にしたい人物、土方歳三-」
幕末維新ミュージアム霊山歴史館 副館長 木村幸比古氏
「理事就任あいさつ」
各担当理事

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

ニコニコ箱・特別寄付 ＜7/5＞
ニコニコ箱

計 143,000 円 累計 143,000 円

達成率 4.8％
御祝
京都東ロータリークラブ
会長 堤 清彰様、幹事 高井好信様
御祝
京都洛北ロータリークラブ
会長 後藤浩之様、幹事 䉤下 誠様
御祝
京都洛東ロータリークラブ
会長 五味 明様、幹事 稲川昌実様
渡辺会長年度出航を祈る。 京都東ロータリークラブ
中田幹男様
初例会を祝して。 川中君、今村君、稲本君、本田君
松井君、村岡君、竹之内君、松下君
中塚君、佐々木君、川勝君、吉田（武）君
中川君、谷口君、布施君、山田君
新年度理事、役員の皆様、一年間宜しくお願い致し
ます。吉田（良）君、横井君、小野君、小山君、佐貫君
今村君、戸田君、横尾君、岡武君、中西君
渡辺年度スタートおめでとうございます。また、皆様先
日の高島屋での個展に沢山御高覧賜り、ありがたく
御礼申し上げます。尚、本日は急な木地の里への出
張にて、出席叶いませぬ事申し訳ありません。 村田君
渡辺丸一年間頑張って下さい。
岩橋君
一年間宜しくお願い致します。
渡辺君、中村（弘）君、清水君
新入会員の皆様、入会おめでとうございます。
共に頑張りましょう。
今井君、中村（弘）君、安澤君
本日入会させていただきます。これからよろしくお願
いします。
安倍君、加藤君、茂山君、田村君
岡武さん、いい物を頂いて
松井さんいいものを頂きまして、ありがとうございます。
渡辺君
ロータリー財団

計 85,000 円累計 85,000 円

達成率 10.8％
ｸﾗﾌﾞ累計 163,000 円
渡辺会長、中村弘吉副会長、清水幹事、そして執行
部の皆様一年間宜しくお願いします。
中村（翠）君
初例会御祝い。
杉﨑君
渡辺丸一年間頑張って下さい。
岩橋君
薮下ロータリー財団委員長一年間ご苦労様です。
川中君
渡辺会長、清水幹事、此の一年間ご苦労様です。
鈴木君
一年間宜敷く。
薮下君

渡辺会長一年間の健闘をお祈り申し上げます。
木村（安）君、布施君
これから一年間お世話になります。

渡辺君

ロータリー財団協力会より。
安倍君、加藤君、茂山君

米山記念奨学会

計 95,000 円 累計 95,000 円

達成率 8.3％
ｸﾗﾌﾞ累計 125,000 円
初例会御祝い。
杉﨑君
前会長岩橋さん、前幹事岡武さん、昨年は一年間ご
苦労様でした。
鈴木君
渡辺丸一年間頑張って下さい。
岩橋君
渡辺会長、中村弘吉副会長、清水幹事、そして執行
部の皆様一年間宜しくお願いします。 中村（翠）君
4 名のフレッシュな仲間をお迎えして。
小野君
渡辺会長一年間の健闘をお祈り申し上げます。
木村（安）君
皆様一年間宜しくお願いします。
渡辺君
渡辺会長、中村弘吉副会長、清水幹事、一年間ガン
バッテ下さい。
布施君
一年間宜しくお願い致します。
川勝君
一助に。
井上（武）君
入会にあたって。
安倍君、加藤君、茂山君
※7/5 の寄付にて、川勝会員は、米山功労者 1 回目、
布施会員は、米山功労者 2 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 10,000 円 累計 10,000 円

達成率 2.5％
渡辺会長、中村弘吉副会長、清水幹事、一年間ガン
バッテ下さい。
小山君、布施君

