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そのお方がガバナーになられました。この
難しい大きく変わろうとしているロータリ
ーに、真打登場です。地区だけではなく、
日本の否 RI を変えて頂ければと期待してお
ります。地区のガバナーメッセージの中で
『ロータリーは奉仕団体だ』とよく言われ
ます。しかし、それは正確ではありません。
正確には、ロータリーは奉仕する人の団体。
言いかえれば、ロータリーは奉仕団体では
なく、奉仕する人の団体、奉仕する人を育
てる団体だと言えます。そして、ロータリ
ーを学び、心が高められた人たちが、世の
ため人のために何か奉仕（サービス）をし
た結果、世界理解と平和に貢献していくと
言うことになります。
(裏面へ続く)

「刀根ガバナーをお迎えして」
直前会長

岩橋 忠昭

お忙しいなかでのご訪問誠にありがとう
ございます。京都東山ロータリークラブ会員
一同心を込めて歓迎申し上げます。
私がクラブ幹事の時、神谷ガバナーで刀根
幹事長でした。その時に感じた印象は白衣が
お似合いの学者さんだと、その後は地区に出
させて頂き、刀根さんとお呼びしてロータリ
ーでの分からないことはお聞きし、その都
度、丁寧にお教え下さり、即答できないとき
はメールでお送り頂き助かりました。仲間内
ではロータリー博士とお呼びしていました。
-経済と地域社会の発展・米山月間-

本日の例会 ガバナー公式訪問
開会点鐘
君が代斉唱
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ 我らの生業
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
「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
閉会点鐘
〔１３：３０〕

本日の会合

１０月１１日（火）
第 2 回指名委員会
例会終了後「平安の間」
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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
会員数 79（27）名 出席者 51（13）名
ビジター 1 名
出席率 78.5％
ゲスト
2名
第 2347 出席率 88.57％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会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）
次週の会合 １０月１８日（火）
情報集会第 3 組
18：30～「木や」
第 5 回ｸﾗﾌﾞ創立 50 周年記念事業実行委員会
例会後「平安の間」
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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
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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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また、元来ロータリーの奉仕理念は、高度な
哲学や宗教から出発したものではなく、人間
が本来生まれながらに心の奥に持っている目
に見えない精神、他人に役立ちたいという心
を発掘し、育てていくことなのです。これが
ロータリーの生命力であり、また原点でもあ
ります。育てる（教育）、我がクラブが輩出し
た故増田房二パストガバナーが故人の話とし
て「インフォメーションが良く行き届いてい
るクラブに於いては、会員も多い方が良いが、
教育不十分のクラブでは、恰も豊臣秀頼の大
阪城の如く、量が多くとも烏合の衆でむしろ
少数精鋭の方が望ましい。増強は必要である
が、正しい教育の行われることがより大切で
ある」と述べておられました。これからは私
たちも模範となるロータリアンとなるように
日々研鑽すべきだと痛感しました。地区スロ
ーガン「夢を語り、現在（いま）を刷新」お
ろそかにしがちであったガバナー月信、刀根
ガバナーになられて一転（ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰにお叱
りを頂くかも）ロータリーについての資料と
して大事にし、会員の方々にも推奨いたした
いと思っております。
私どものクラブも来年 50 周年のハーフタ
イムを迎えます。まもなく迎える日本ロータ
リーの 100 年、ロータリー創設 111 年、疲弊
期を迎え色々な問題と大変な局面を迎えてい

ます。2016 年規定審議会事項につきましては
「クラブ戦略策定委員会」を中心として 50
周年以後の京都東山ロータリークラブを見据
えて検討中です。
刀根ガバナーに於かれましてはお身体に留
意され 2650 地区だけではなく、日本の否 RI
でのご活躍を期待しています。本日はありが
とうございました。
幹事報告
■ 本日はガバナー公式訪問

Ｒ.Ｉ.第 2650 地区ガバナー刀根荘兵衛ガバナー、
山口義治ガバナー補佐、山本 等幹事長、中山勝美公
式訪問幹事各氏をお迎えして開催致します。会員全員で
お迎えし、ご指導いただきたいと思います。
■ 指名委員会

先週の例会前、第 1 回指名委員会が開催され、互選に
より委員長は松井信五会員、副委員長には木村安輝
会員に決まりました。第２回目の会合は、本日開催され
ます。

ＲＡＣ報告
【10/4（火）例会】
田村 RA 委員が出席されました。ごくろうさまです。

ＩＡＣ報告
【インターアクトクラブ例会】
日 時：10 月 22 日（土）14：00～16：00
会 場：東山高等学校
ロータリアン卓話：弁護士 牧野会員
カンボジア夏期研修報告

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 新会員スピーチ「音（言葉）の魅力と想像力～ラジオは脳にきく～」杉本雅士氏、「最近の生命保険事情」國元 卓氏
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「RLI について」
休会
クラブ・デー
休会
例会時間変更
クラブ・デー「私の履歴書」
夜間例会 18：30-20：00 に変更
会員スピーチ

RLI 委員会 委員 京都洛南 RC 会員 桜澤仁志氏
＊ビジター受付はございません
＊ビジター受付は平常通り
＊ビジター受付はございません
会員 池田義和氏
菱田匡樹氏、出射靖生氏

米山スピーチ月間「第二言語習得の話」
米山奨学生 楊蕊寧氏
移動例会
＊ビジター受付はございません
-米山スピーチ月間-「美しい京都との出会い」
米山奨学生 郭 暁博氏
米山奨学生ｽﾋﾟｰﾁ
関 俊順様
「京都道路事情」
国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所長 馬渡 真吾氏
「クラブ・フォーラム② 創立 25 周年に向けて」
「日経新聞『私の履歴書』を語る」
日本経済新聞京都支社長 金丸泰輔氏
第 2 回クラブ・フォーラム
米山奨学スピーチ「私を変えた日本留学」
立命館大学修士 2 年 張 悦氏
「600 回例会を記念して」
＊ビジター受付はございません
「たかがソングリーダー、されどソングリーダｰ」
吉田ペットクリニック医院長 吉田 修氏
「未定」
RI 第 2650 地区会員増強・拡大委員長 岡嵜正司氏
「「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

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
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 10 月 25 日（火）14：00～「岡崎グランド」
＊ゴルフ同好会
11 月 2 日（水）第１回コンペ 田辺カントリー倶楽部
＊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 ＜10/4＞
ニコニコ箱

計 63,000 円 累計 939,000 円

達成率 31.3％
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。
小森君、小山君
竹之内さん、お父様の栄誉特別賞受賞、おめでとうご
ざいます。
吉田（良）君、鈴木君、松井君、関根君、谷口君
岡武さん、素晴しい出逢いをありがとう。
平野君
この秋の日に乾杯。
坂田君
100％出席自祝。
川中君、今井君、本田君
深海君、寄本君
誕生日自祝。
井上（武）君、平野君、寄本君
夫人誕生日自祝。
安澤君、山田君
結婚記念日自祝。 横尾君、中村（弘）君、渡辺（剛）君

ロータリー財団

計 20,000 円

累計 443,400 円

達成率 30％
父がやましな栄誉賞特別賞、受賞させていただきまし
た。ありがとうございました。
竹之内君
米山記念奨学会

計 32,000 円 累計 377,000 円

達成率 25.1％
一助に。
井上（武）君
川中先輩、先日はありがとうございました。 竹之内君
お花ありがとうございました。

希望の風奨学金

深海君

計 15,000 円 累計 50,000 円

達成率 12.5％
早や 4 分の 1 が過ぎました。平成２８年もあと 3 ヶ月頑
張りましょう。
中村（弘）君
一助に。
竹之内君

