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～ 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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ロータリー情報委員長 小野 富造
我がクラブには２２の常設委員会があり、全
て重要な委員会ばかりですが、その中でも最も
重要な委員会はロータリー情報委員会だと理
解しています。 その理由とは、会員がいかに
ロータリーの何たるかを理解し、ロータリアンと
しての誇りと自覚を身につけるために、真のロ
ータリー理念と目的を正確且つ迅速に情報提
供するかが委員会の責務であり、使命だと心得
ています。そのためには、委員長自らがロータ
リーを徹底的に学習し、決して自己判断や自
己の感情に流される事なく会員にロータリーの
適切な情報を敏速に促がすことが出来るかと
いう自覚をもって努めなければならないと思っ
ています。

皆様もご承知の通り、近年ロータリーは大き
な変化を来たしていて、従来のロータリー感と
は大きくかけ離れた姿を知るにつけ、委員会と
してはどのような方法で対応すべきか、戸惑い、
悩み、苦慮するばかりです。大きく方向転換し
ているように見受ける国際ロータリーが進む方
向をしっかり見定め、見届け、過去のロータリー
に固執しない柔軟な姿勢で取り組んでいくこと
を心掛けて委員会の使命を果たせるように努
力する一年でありたいと思います。機会がある
ごとにロータリーを語り、互いに意見を交換し、
より資質の高いロータリアンを育み合い、有意
義なロータリーライフを楽しみたいと思います。
どうか会員諸兄におかれましては今までに
増して、より一歩踏み込んだロータリー感をお
聞かせいただいたり、お尋ねくださったりして、
（裏面に続く）

-会員増強および拡大月間-

前回例会報告

本日の例会
開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ 四つのテスト
副会長挨拶
来客紹介
幹事報告
-スピーチ「地域経済の現状と見通し」
（関西の景気はどうなるの？）
近畿財務局京都財務事務所 所長 中尾直樹様
閉会点鐘

２０１６－１７年度
国際ロータリー会長
ジョン F. ジャーム
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〔１３：３０〕

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 78（27）名 出席者 61（19）名
出席率 86％
第 2341 出席率 85.71％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

ビジター 0 名
ゲスト
2名

次週の例会 ９月６日（火）
クラブ・デー

次週の会合

９月６日（火）

第 3 回定例理事・役員会
例会終了後「白川の間」
京都東山ＲＡＣ「院内学級例会」
13:30～「京都大学医学部付属病院」

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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それにしっかりとお応えするよう勉める所存です
ので、僭越ながら会員諸兄の深いご理解のほど
宜しくお願い申し上げます。共に豊かな人生を
送るために。
幹事報告
■金沢南ＲＣ表敬訪問

本日、新年度に当たり姉妹クラブの金沢南ＲＣへ表敬
訪問しています。メンバーは、渡辺会長、清水幹事、布
施姉妹クラブ委員長、中村（翠）創立５０周年記念事業
実行委員長、川勝親睦活動・出席委員長、中塚社会奉
仕委員長です。ごくろうさまです。

同好会情報
・野球同好会
練習 ８月３０日（火）午後２時～４時 岡崎グランド
『全国ロータリー野球大会』
９月１０日（土）午前９時～１０時３０分
阪神甲子園球場 ＶＳ水戸ＲＣ
『刀根荘兵衛ガバナー杯野球大会』
１１月５日（土）午前８：３０開会式
滋賀県希望が丘文化公園グランド
＊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」
・ロータリーほろにが会 9/13（火）18：00～「レストラン菊水」

残暑お見舞い申し上げます。 杉﨑君、中村（翠）君、中塚君
受付の皆様、御苦労様です。
川中君
井上正博さん、大雨の中、大文字の点火ご苦労様でし
た。
上村君、山田君、谷川君、深海君
岡武さん、お世話になります。
谷口君
長女誕生自祝。
茂山君
ロータリー財団 計 15,000 円 累計 373,200 円
達成率 25％
41 個メダルおめでとう。
奥田君
一助に。
戸田君
中村弘吉先輩、ありがとうございました。
岡武君
米山記念奨学会
計 15,000 円 累計 250,000 円
達成率 17％
松井さん、深海さん、大変お世話になりました。福留君
一助に。
戸田君、松下君
希望の風奨学金
計 0 円 累計 25,000 円
達成率 6.3％

９月 の プ ロ グ ラ ム
９月 ６日（火） クラブ・デー
９月１３日（火） 敬老のお祝い
中村 弘吉 君
関根 淳子 君
奥田 歓信 君
（ライトランチ）

ニコニコ箱・特別寄付 ＜8/23＞
ニコニコ箱

計 46,000 円 累計 531,000 円

達成率 17.7％
本日のクラブ・フォーラム中村委員長、ご苦労様です。
吉田（良）君、柴田君、岩橋君、鈴木君
中村（弘）君、小山君、今井君、渡辺（剛）君
吉田（武）君、関根君、竹之内君、布施君
Ｉ.Ｍ.第 3 組にご出席の皆様、ご苦労様でした。松井君

９月２０日（火） クラブ・フォーラム（会員増強委員会）
担当 会員増強理事 本田 修造 君
（ライトランチ）
９月２７日（火） 「オデッセー、果てしなき放浪」
国際ロータリー第 2650 地区 2016-17 年度 ガバナー補佐
京都洛東ロータリークラブ 山口 義治 様

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「ODA/JICA の『超』概要」
国際協力機構 関西国際センター（JICA 関西）所長 大西靖典氏
8/31 京
京
都
西
北
ら
ん
ざ
ん
-クラブ・デー-「ﾄﾞｩﾈｲﾄ部門
第
2
回クラブ・フォーラム」
（水）
京 都 北 東 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ H 「裁判所の建築事件について」
一級建築士 綾 宏文氏
/23
京都嵯峨野
京都朱雀

9/1
（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

9/2
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

9/5
（月）
9/6
（火）

東
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西
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京都洛中
京都洛南
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例会変更
＊ビジター受付はございません
「岩倉実相院のこと」
紫野ロータリークラブ前年度幹事 岩谷泰輔氏
新会員スピ―チ
「家庭で楽しむ日本文化体験」
ワックジャパン 代表取締役 小川美知さん
「私の履歴書」
会員 川名卓夫氏
「東山区について」
東山区長 鷲頭雅浩氏
「運命を切り拓く企業家精神」
全国企業家集団日本クラブ 会長 篠田喜作氏
-新会員スピーチ-「山師の玄関」
石田 貢氏
「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
「ガバナー合同公式訪問所感」
R.I.第 2650 地区ガバナー刀根荘兵衛氏
「ロータリーの友月間に因んで」
会員 橋本長平氏
「唐招提寺 餅談義の解説」
株式会社末富 専務取締役 山口祥二氏
「魔界の京都」
海外文化 秘境の旅デザイナー 前田雅彦氏
シリーズ古典 その 1「平家物語と伝統芸能」
NPO 法人原典「平家物語を継ぐ会」 主宰 橘 幸次郎氏
「学校教育の現状と今どきの高校生」
会長エレクト 阿部敏行氏
「未定」
北京オリンピックトライアスロン日本代表 山本良介氏
「アナウンサーのお仕事」
KBS 京都アナウンサー 遠藤奈美氏
「基礎から学べるマネーセミナー～未来につながるお金の話～」
大阪シティｴｲｼﾞｪﾝｼｰｵﾌｨｽ ｼﾆｱﾁｰﾌｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 吉田千博氏
「ガバナー合同公式訪問所感」
R.I.第 2650 地区ガバナー刀根荘兵衛氏
「ショパン連続リサイタル開催中」
ﾋﾟｱﾆｽﾄ 森上芙美子
休会
＊ビジター受付はございません

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

