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「ニコニコ箱委員として」
思い起こせば、私が東山ロータリークラブに
入会させていただいたのは三月のことでした。そ
して、七月からの新年度に配属されたのが、渡
辺会長が委員長をされていた「ニコニコ箱委員
会」でした。やはり縁があるなーと思ってしまいま
す。新入会員である私に対して渡辺委員長・佐
貫副委員長はじめ、委員会の皆様には懇切・丁
寧に教えていただきました。毎回、ニコニコ箱の
前で控えていますと、その場での会話で入会当

ニコニコ箱委員長 竹之内米貴
今年度ニコニコ箱委員会委員長を拝命いたし
ました竹之内です。一年間よろしくお願いいたし
ます。入会したての頃はこうやって「メッセージ」
を書いて、お金をいれるんだと教えていただきま
したが、どうして「ニコニコ」という名前なのかわか
らず、先輩方がポンポンとお金を入れておられ
るのが不思議でした。今では「ニコニコ会計」とし
て、奉仕事業を担う重要な委員会と認識してお
ります。皆様もご存知のように「ニコニコ箱」は奉
仕事業を行う為の源であります。皆様のご厚意
により寄付していただいたお金で毎年、すばらし
い奉仕事業を行うことができています。本当に優
れたシステムだと感心してしまいます。

-会員増強および拡大月間-

初の緊張がだんだんほぐれていくようでした。し
かしながら、今は開会前に寄付額が合うかどうか
という緊張感が戻ってまいりました。そして、安澤
先輩がニコニコ箱委員長をされていた時は目標
額に到達できなければ、委員長の持出しやと言
っておられたのを今でもはっきりと覚えています。
（裏面に続く）

）

前回例会報告

本日の例会 クラブ・デー
開会点鐘
〔１２：３０〕
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
新入会員入会式
幹事報告
奉仕事業報告
安澤前国際奉仕委員長、留学生
今月のお祝い
閉会点鐘
〔１３：３０〕

会員数 77（26）名 出席者 31（5）名
ビジター 0 名
出席率 55.4％
ゲスト
0名
第 2338 出席率 95.83％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

本日の会合

次週の会合

第 2 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

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

次週の例会 ８月９日（火）於：東館 4Ｆ「葵殿」
-「追悼例会に因んで」会員
会員
会員

前期クラブ戦略策定会議
京都東山 RAC

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

磯田 好計君
鈴木 敏治君
安倍 秀風君
（ライトランチ）

例会終了後「平安の間」
休 会
･･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

最後になりますが、今年度のニコニコ箱委員会
の目標額は３００万円です。会員の皆様がニコニ
コと笑顔で寄付していただけますよう、活きのい
い「ニコニコ箱委員会」のメンバーがお待ちして
おりますのでよろしくお願い申し上げます。
新会員紹介
◆渡邊 恭章（わたなべ きょうしょう）会員
勤務先：〒605-0977 京都市東山区泉涌寺山内町 27
総本山 御寺 泉涌寺 執事 教学部長
TEL：075-561-1551 FAX：075-551-2788
自宅：〒605-0977 京都市東山区泉涌寺山内町 29
丈六 戒光寺
TEL：075-561-5209 FAX：075-561-5234
職業分類 仏教
推薦者：奥田歓信、坂田 均

幹事報告
■ 納涼家族会お礼

「納涼家族会」には７６名の皆様にご参加頂きました。
大勢の皆様にご参会頂きましたこと、感謝申し上げます。
また、川勝委員長、中川副委員長を始めとする親睦委
員会メンバーのご活躍で、大変賑やかに開催できまし
た。改めてましてお礼申し上げます。
■ 地区ロータリー財団セミナー
8/6(土)「立命館大学朱雀キャンパス」に於いて開催さ
れ、渡辺会長、清水幹事、薮下ロータリー財団委員長
が出席されます。ごくろうさまです。
■ クラブ米山奨学委員長会議
8/6(土)「メルパルク京都」於いて開催され、福留米山奨
学委員長が出席されます。ごくろうさまです。

ＲＡＣ報告
【7/26（火）例会】中西 RA 委員長、清水幹事、山本会員、
加藤、田村同委員が出席されました。ごくろうさまです。

同好会情報

今月のお祝い
❁ １００％出席会員表彰
連続１４年間：清水君
連続１０年間：中塚君、福留君
連続９年間：川勝君、山本君、安澤君
連続８年間：坂田君
連続２年間：山田君
❁ 誕生日
今村君 ３日
安澤君 ３日
福留君１３日
茂山君２０日
磯田君２２日
末松君２６日
木村(茂)君２７日 鈴木君２７日
本田君２８日
村田君３０日
❁ 夫人誕生日
谷口君夫人
智子さん
2日
寄本君夫人
弘美さん
１０日
中川君夫人
千佳さん
１１日
岸君夫人
英華さん
１２日
木村(茂)君夫人
みどりさん
２３日
今井君夫人
桂子さん
３１日

＊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 10/8（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。）

ニコニコ箱・特別寄付 ＜7/24＞
ニコニコ箱

達成率 10.2％
本日の納涼例会、親睦活動委員会の皆様ありがとうご
ざいます。
中村（弘）君、佐貫君、渡辺君、今村君、松井君
小森君、山本君、岡武君、清水君、杉﨑君
吉田（武）君、村岡君、安澤君、中西君、山田君
本日はよろしくお願い致します。 京都東山 RAC 一同
家族がお世話になります。
中村（翠）君
最高の夏休みのスタートです。
奥田君
本日はよろしくお願いします。川勝君、布施君、深海君

都 京都Ｈｵｰｸﾗ -新会員スピーチ8/3 京
京
都
西
北 ら ん ざ ん 「金融トラブルに巻き込まれないために」
（水）
京
都
北
東 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ H 「後期高齢を迎えて」
/23
京都嵯峨野
京都朱雀

8/4
（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

8/5
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

8/8
（月）
8/9
（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

ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH
京都東急Ｈ
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ※
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
ｳｪｽﾃｨﾝ都H
ｾﾝﾁｭﾘｰ H
京都Ｈｵｰｸﾗ※
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH★
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ☆
ｳｪｽﾃｨﾝ都H
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
ｾﾝﾁｭﾘｰ H
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞ H ★
ｾﾝﾁｭﾘｰ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
京都東急Ｈ

計 41,000 円 累計 306,000 円

「ご縁に感謝」 池田直史君
近畿財務局京都財務事務所 理財課 調査官 石村 仁氏
会員 岡本泰一氏
「造園業 35 年の経験」
株式会社ｸﾞﾘｰﾝﾜｰｸｽ社長 大池俊生氏
「弦楽器の話」
会員 壁瀬宥雅氏
「京都学生祭典について」
第 14 回京都学生祭典実行委員長 北川拓海氏
３RC 合同ガバナー公式訪問「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
「今、思うこと」
会員 今小路覚真氏
「交換学生としてブラジルへ行って」
2015-16 年度青少年交換帰国学生 稲川昌孝氏
「2016-17 年度派遣学生歓送会」
2016-17 年度派遣学生 山本咲良様
例会日時場所臨時変更
＊ビジター受付は平常通り
「国の財政の現状と課題」
近畿財務局 京都財務事務所 次長 林 展子氏
「会員増強について」
会員増強・退会防止委員長 津田定明氏
「盂蘭盆のこころ～佛教と先祖教」
会員 梶田真章氏
～ガバナー公式訪問前クラブ・アッセンブリー～
「RLI について」
国際ﾛｰﾀﾘｰ第２６５０地区 RLI 委員会委員長 田中文夫氏
例会日時場所変更
＊ビジター受付はございません
「南海トラフ巨大地震に備えよ―『想定外』を生き延びる―」
京都大学大学院人間・環境学研究科教授 鎌田浩毅氏
振替休会
＊ビジター受付はございません
「ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ」
副会長 大塚棟弘氏、会長エレクト 猪奥隆志氏
「新役員挨拶、自己紹介・今年度抱負」
管理運営委員長 麻植久美子氏、広報委員長 脇 巌氏、R 財団・米山奨学会委員長 山本正道氏
会員増強フォーラム
「祇園祭と曵き手ボランティア」
㈱アレックス代表取締役 祇園祭曵き手ボランティア 2004-14 会長 和田淳司氏
未定

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

～７月のスナップ～

入会式
安倍会員、加藤会員
田村会員、茂山会員
入会おめでとうございます。
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」
Ｓ．Ａ．Ａ． 吉田武雄君
社会奉仕委員長 中塚 浩君
京都東山 RAC 会長 室岡大介様
100％出席、お誕生日、表彰
おめでとうございます。

７月１９日（火） 「就任挨拶」
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長 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

7/24(日)

納涼家族会
於：長島温泉

ﾎﾃﾙ花水木

湯あみの島 ジャンボ海水プール ジャズドリーム長島

みなさま、お疲れ様でした。

