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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

MEETING ON TUESDAY 12:30 THE WESTIN MIYAKO KYOTO
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「姉妹クラブ委員会」
姉妹クラブ委員長

先月の２９日～３０日で金沢南ＲＣ様
に、新年度の表敬訪問に渡辺剛士会長他５
名で訪問いたしました。金沢南ＲＣ様のご
要請で前日より、渡辺剛士会長他３名が参
加し、食事を交えて遅くまで交流と懇親を
深めました。翌日の例会には、渡辺剛士会
長、清水幹事、中村翠嵐創立５０周年記念
事業実行委員長、川勝親睦委員長、中塚社
会奉仕委員長と私が訪問。渡辺剛士会長の
ご挨拶と、中村翠嵐創立５０周年記念事業
実行委員長より、５０周年のご案内をして
頂きました。例会後の懇談会では、より活
発な親睦交流を図る為、両幹事が頻繁に連
絡を取り合う事となりました。

布施 栄一

本年度、姉妹クラブ委員長を仰せつかりま
した布施です。未だ何も解らないですが、出
来る限りのお手伝いをさせて頂く所存で御
座います。宜しくご指導の程お願い申し上げ
ます。
さて、東山ロータリークラブの姉妹クラブ
は、１９７５年４月１日締結の金沢南ロータ
リークラブ様と、１９８４年１２月１４日締
結の台湾新竹ロータリークラブ様です。金沢
南ＲＣ様とは締結４２周年、台湾新竹ＲＣ様
とは３３周年です。

(裏面へ続く)

-基本的教育と識字率向上月間-

前回例会報告

本日の例会
開会点鐘
ロータリーソング♪ それでこそロータリー
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
-スピーチ「オデッセー、果てしなき放浪」

〔１２：３０〕

次週の例会１０月４日（火）

2018 年 4 月 2 日
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

次週の会合

１０月４日（火）
第 1 回指名委員会
11：30～「千草の間２」
第４回定例理事・役員会
例会終了後「千草の間２」
情報集会第 2 組
18：30～「田ごと」

“未来に繋がる
“未来に繋がる
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於：東館 4Ｆ「葵殿」

-クラブ・デー-

京都洛東ロータリークラブ 山口 義治 様
閉会点鐘
〔１３：３０〕
本日の会合 ９月２７日（火）
-クラブ協議会例会終了後 東館 4Ｆ「鳳凰の間」
京都東山 RAC 院内学級
「京都府立医科大学付属病院」13:30～15:00

クラブ創立５０周年

会員数 79（27）名 出席者 46（12）名
ビジター 1 名
出席率 72％
ゲスト
1名
第 2345 出席率 91.43 ％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

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

””

あと５５３日

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

１０月２５日には金沢南ＲＣ様より表敬訪問
にお越しになります。来年４月には、より深
い親睦交流会を検討しております。
台湾新竹ロータリークラブ様とは、毎年の
記念式典が 12 月 13 日（火）開催される予定
です。詳細が決定次第会員の皆様に、ご案内
申し上げますので多数のご参加をお願い申し
上げます。
私は、入会約３年と８ヶ月となりますが、
姉妹クラブ締結のご尽力とご苦労を思う時、
入会の浅い会員は、締結のご苦労話をお聞き
する機会を多くする事が大切だと思います。
やはり入会３年未満の会員は、姉妹クラブの
事業や活動には積極的に参加しなければいけ
ないと思います。

ます。今年度のやましな栄誉賞特別賞には竹之内實氏
が受賞されます。
■ウェスティン都ホテル京都より

10/4（火）当ホテルにて行われます、月桂冠株式会社
取締役相談役 故 大倉 敬一様のお別れの会にともな
い、11：00 より約 2 時間半、約 3,000 名のご来館が予想
され駐車場満車、周辺道路の混雑が予想されます。
一部におきましては、当クラブの会員のため駐車スペ
ースは確保頂けますが、充分な台数分の確保は難しく、
公共交通機関でのご来館に御協力のほどよろしくお願
い致します。

ＩＡＣ報告
【9 月 25 日（日）8：30～12：00（洛星高校）】
「4 校合同インターアクト清掃活動」
東山インターアクトクラブより 13 名参加、岡武 IA 委員長、
）IA 副委員長が参加。洛星高校周辺で清掃活
動を行いました。

幹事報告
■本日はガバナー公式訪問準備のクラブ協議会

10 月 11 日（火）のガバナー公式訪問に向けて、準備の
為のアッセンブリーを例会終了後に開催致します。引き
続き「鳳凰の間」へ移動いただき、ご出席ください。
■2015-16.2016-17

年度
5 クラブ合同会長・幹事懇親会
10/1(土)「八千代」に於いて開催され、渡辺会長、清水
幹事、岩橋直前会長、岡武前年度幹事が出席されます。
ごくろうさまです。
■第

15 回やましな栄誉賞 表彰式
10/1（土）「京都市東部文化会館ホール」に於いて開催され
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「堀場雅夫の築いたフィロソフィー」
9/28 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「日本文化（食文化）を愛でる会」

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

9/29
（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

9/30
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

10/3
（月）
10/4
（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
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㈱堀場製作所 代表取締役会長 兼 社長 京都モーニングクラブ会員、堀場 厚氏
株式会社松本栄文堂 代表取締役社長 松本栄文氏

未定
クラブ・デー
未定
「バリアフリーダイビングがもたらすノーマライゼーション」
NPO 法人バリアフリーダイビング協会 会長 山田眞佐喜氏、本部事務局長 屋良洋子氏
「京都の風土とランドスケープ」
㈱空間創研 代表取締役 宇戸睦雄氏
「私の履歴書」
会員 奥村孝二朗氏
「スーパーサーズデー」
会員スピーチ
藤井文治郎氏、林 良訓氏
「未定」
ウェルネスクラブオーク 21 支配人 多田裕子氏
「会員親睦例会」
＊ビジター受付はございません
亀岡中央 RC との合同例会
休会
＊ビジター受付はございません
「進々堂 100 年の歩み」
株式会社進々堂 代表取締役社長 続木 創氏
「シリコンバレーは何故アメリカに出来たか」
京都南 RC ㈱MASA 会長 庄司惠一氏
「クラブ・フォーラム」
規定審議委員長 元氏 功氏
「未定」
京都府知事 山田啓二氏
「大阪だんじり祭りについて」
京都女子大学教員 吉川壽一氏
「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
「続・リン（P）の話」
㈱サンユー 代表取締役社長 酒井英明氏
「鑑真和尚の教えに学ぶ」
宗教法人壬生寺副住職、宗教法人唐招提寺執事、京都 RC 松浦俊昭氏
未定
～米山月間スピーチ～「」
米山奨学生 王 浩悦氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

同好会情報
＊野球同好会
・ガバナー杯野球大会の組合せが決定しました！
１１月５日（土） 第１試合 ９：００～ ＶＳ水口ＲＣ
勝てば第３試合 １２：２０～ ＶＳ橿原ＲＣ
（場所）滋賀県希望が丘公園グランド
２試合目も勝てば、１１月１９日（土）に準決勝以上が開催
されます。
・練 習
９月２７日（火）クラブ協議会終了後～１７：００ 岡崎グランド
１０月２５日（火）１４：００～１７：００ 岡崎グランド
＊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

10/11（火）18：00～「ハイアットリージェンシーホテル京都」

ニコニコ箱・特別寄付 ＜9/20＞
ニコニコ箱

計 47,000 円 累計 785,000 円

達成率 26.1％
いつもお世話になります。
京都洛東ロータリークラブ 会長 五味 明様
会員増強委員会クラブ・フォーラム担当本田委員長本
日はごくろうさまです。
吉田（良）君、中村（弘）君、横尾君、渡辺（剛）君
今井君、松井君、小山君、村岡君、松下君、郡君
吉田（武）君、山田君、布施君、寄本君、内藤君
会員増強フォーラム、宜しくお願いいたします。本田君

ロータリー財団

計0円

累計 408,400 円

達成率 27.2％
米山記念奨学会

計 10,000 円 累計 335,000 円

達成率 22.3％
中西さん、お世話になりありがとうございました。
福留君
一助に。
渡邊（恭）君
希望の風奨学金
一助に。

計 5,000 円 累計 30,000 円

達成率 7.5％
渡邊（恭）君

１０月 の プ ロ グ ラ ム

１０月 ４日（火） クラブ・デー
１０月１１日（火）
「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

１０月１８日（火）―米山奨学生スピーチ―
「韓国の外国語教育に関して」
米山奨学生 金 ボラ 様
（米山ランチ）
１０月２５日（火）―スピーチ―
「 未 定 」
造園家 井上 剛宏（いのうえたかひろ）様

