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幹事 清水 泰博

る、そんな予感がします。今年度は、渡辺会長
の提案で「インフォーマルミーティング」と題して、
ベテラン、中堅、若手の会員がざっくばらんに意
見交換が出来る機会を設定されました。会員が
お互いを理解し合い、将来に向けての展望など
をお酒を酌み交わしながら自由に語り合える場
面を想定しています。

今年度、歴史と伝統のある東山クラブの幹事
を務めさせていただくこととなりました。ロータリ
ー歴１３年にもなる私ですが、その間、歴代の幹
事の方々が精力的に会員とコミニュケーションを
取り、運営を円滑に進めておられた姿を拝見し
ておりました。私もそのような立ち振る舞いが出
来るよう、微力ではありますが精一杯努力したい
と思っています。会員の皆様にはご迷惑をおか
けすることが多いと思いますが、ロータリアンの
友情に免じて何卒お許しいただけることをお願
い申し上げます。

創立５０周年の記念の年を１年後に控えて、
渡辺会長の舵取りに応え、会員の皆様に会長
の意向を的確に伝達し、一丸となって前進でき
るよう、活力あるクラブ運営のお手伝いに努めて
まいる所存です。どうか会員皆様のご指導、ご
鞭撻を賜りますよう、一年間よろしくお願い申し
上げます。

年度の初めから会員諸兄のご尽力により、若
く新しいメンバーをたくさん迎えることが出来、よ
り一層元気のある、活力あるクラブへと展開でき

前回例会報告

本日の例会 ライトランチ
開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ 友 ら 集 い て （ 夏 ）
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
「就任あいさつ」
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
閉会点鐘
〔１３：３０〕

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

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

剛士
直之
忠昭
弘吉
泰博
信五
均
安輝
修造

会員数 77（26）名 出席者 58（19）名 ビジター 1 名
出席率 82.9％
ゲスト
3名
第 2336 出席率 98.46％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）
*7 月 26 日（火）は休会です。ご注意ください。

次週の例会 ７月２４日（日）
-納涼家族例会-

於：「長島温泉・ホテル花水木」

三重県桑名市長島町浦安 333
集 合 8 時 30 分
（ウェスティン都ホテル西館玄関前）

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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幹事報告

同好会情報

■第

＊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。）

1 回青少年奉仕担当者会議
7/23（土）「京都平安ホテル」に於いて開催され、郡青
少年奉仕委員長が出席されます。ごくろうさまです。
■ 米山奨学生集会及び懇親会

7/23(土)「からすま京都ホテル」に於いて開催され、井
上（武）米山カウンセラー、金ボラ米山奨学生が出席さ
れます。ごくろうさまです。
■第

2650 地区 RLI ﾊﾟｰﾄＩ研修会
7/24（日）「京都文教学園」に於いて開催され、本田会
員増強委員長、中塚社会奉仕委員長が出席されます。
ごくろうさまです。
■ 『納涼家族会』

次週、7/24（日）は例会時間・場所を臨時変更し、
「長島温泉 ホテル花水木」に於いて開催致します。
よろしくお願い致します。なお、7/26（火）は休会です。
ご注意ください。
■ 国際奉仕セミナー

7/31（日）13：00～「京都商工会議所」に於いて開催さ
れ、渡辺会長、安澤国際奉仕委員長が出席されます。
ごくろうさまです。

ＲＡＣ報告
【7/12（火）所信表明例会】中西 RA 委員長、井上（正）
副委員長、福川、安倍、茂山同委員、清水幹事、村岡、
関根各会員が出席されました。ごくろうさまです。

ＩＡＣ報告
【7/16（土）】東山高校のインターアクターが、祇園祭清
掃ボランティアに参加しました。クラブからは、岡武 IA
委員長、中村（吉）IA 副委員長、木村（安）IA 委員、
郡青少年奉仕委員長が参加されました。ごくろうさまで
す。
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ニコニコ箱・特別寄付 ＜7/12＞
ニコニコ箱

計 76,000 円 累計 219,000 円

達成率 7.3％
本日は、よろしくお願いします。京都ロータリークラブ
小山正彦様
今年度も一年間宜しくお願い致します。
京都東山ロータアクトクラブ一同
委員長の皆様、ご就任ご苦労様です。
吉田（良）君、鈴木君、横井君、中村（弘）君
戸田君、谷川君、今井君、小山君、小森君
川勝君、村岡君、深海君
渡辺会長、清水幹事、一年間ご苦労様です。 磯田君
今月お祝の皆様、おめでとうございます。
今村君、岡武君
ニコニコ箱一年間がんばります。
100％出席自祝。
渡辺君
誕生日自祝。
大藤君、小森君、松下君、福川君
夫人誕生日自祝。 中村（弘）君、吉田（武）君、辻君
結婚記念日自祝。
松下君
新人宜しくお願い致します。
安倍君、茂山君

ロータリー財団

計 10,000 円累計 95,000 円

達成率 6.3％
円
山田君

ｸﾗﾌﾞ累計 173,000

一助に。

2016-17 年度 各担当委員長
株式会社パックスサワダ 森口隆之氏

「第 2 回クラブ・アッセンブリー」
「就任挨拶」
各担当委員長
「就任挨拶②」
各担当理事
-クラブ・フォーラム「退職、留学、そして起業」
会員 梶山 淳氏
「五味会長と私のロータリー」京都紫竹ロータリークラブ 会員 細見正博氏、「RYLA に参加して」 受講生 矢澤 結氏
例会日時臨時変更
＊ビジター受付はございません
第 3 回ｸﾗﾌﾞ協議会 公式訪問前
「未定」
公益財団法人関西盲導犬協会 理事 中西耕三氏
例会日時臨時変更
＊ビジター受付は平常通り
「僕が学んだプロ根性」
関西フィル首席指揮者 藤岡幸夫氏
「継ぐという事」
株式会社いづう代表取締役 京都東 RC 会員 佐々木邦泰氏
「公式訪問に際して」
国際ロータリー第 2650 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 京都洛西ＲＣ会員 吉川裕丈氏
第 2 回クラブ協議会
「ロータリアンのしあわせ」
ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 会員 津田佐兵衞氏
「iPS 細胞の実用化を目指して」
京都大学 iPS 細胞研究所 国際広報室 基金ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 渡邉文隆氏
「ガバナー公式訪問所感」（京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ合同例会）
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 刀根荘兵衛氏
「新役員挨拶 自己紹介・今年度抱負」
各担当理事
新会員スピーチ「子作りで学んだ〇〇の力」
倉ヶ市茂樹氏
「ガバナー公式訪問所感」
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 刀根荘兵衛氏
「超高齢化社会を生きる」
衆議院議員 木村弥生氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

米山記念奨学会

計 25,000 円 累計 120,000 円

達成率 8％
ｸﾗﾌﾞ累計 150,000 円
福留委員長、米山一年間頑張って下さい。
平野君、中塚君
金ボラさん、ようこそ！
岡武君
希望の風奨学金
計 5,000 円 累計 15,000 円
達成率 3.8％
一助に。
渡辺君

♪ 友ら集いて ♪
夏さんさんと陽はそそぐ
世にかたよりをなくさんと
友ら集いて いざ語らん
公平の道 ロータリー

