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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

Sister Club：Hsin-Chu,Taiwan＆Kanazawaminami
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「情報集会第１組報告」

・東山ロータリー周年事業の歴史を振り返
る。
・5 年ごとの大会を 50 周年以降は 10 年ごと
にして、60 年、70 年と、積み立てを確保す
るようにしてはどうか。

平成 28 年 9 月 20 日（火）18：30～
於 晴鴨楼
出席者 ◎郡 ○中西
吉田（良）、鈴木、小山、杉﨑
渡辺、青山、清水（敬称略）

②会員増強について
・東山ロータリークラブのホームページを刷
新する。目的はロータリークラブは敷居が高
いと思われているので、活動内容を会員が日
常的に情報発信できる仕組みを構築し、事業
報告だけでなく、会員の職業奉仕についても
積極的にアピールすれば、面白いのではない
か。
・女性の会員を増やす為の施策は具体的に必
要ではないか。

①50 周年に向けて
・半世紀、50 周年の記念なので、何よりも全
会員が共有し協力した事業にしたい。
・記念事業に対しての考え方を今の時代に
合わせる事も大切ではないか。
・新しい世代がロータリーに関心を示す内
容を盛り込む。
・会員に対して 50 周年度年間を通して記念
事業がある事の周知。

(裏面へ続く)

-経済と地域社会の発展・米山月間-

本日の例会 米山ランチ
開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ 四つのテスト
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
―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
閉会点鐘
〔１３：３０〕

会員数 79（27）名 出席者 58（17）名
ビジター 0 名
出席率 84.1％
ゲスト
5名
第 2348 出席率 89.06％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会１０月２５日（火）
―スピーチ―
「庭園美の魅力」

於：東館 4Ｆ「葵殿」

造園家 井上剛宏 様

次週の会合
本日の会合

１０月１８日（火）
第 3 回指名委員会
11：30～「平安の間」
情報集会第 3 組

18：30～「木や」

クラブ創立５０周年
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

前回例会報告

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

１０月２５日（火）
との懇談会 例会前 11：00～
於：東館３F「サーキュラールーム」
ｸﾗﾌﾞ戦略策定委員会
例会後「平安の間」
新入会員歓迎会
18：30～「晴鴨樓」
金沢南

“未来に繋がる
“未来に繋がる

剛士
直之
忠昭
弘吉
泰博
信五
均
安輝
修造

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５３２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

・ローターアクトに一定期間在籍した若者が
30 歳でロータリアンになるケースが少ない
ので、何らかの優遇措置があれば東山ロータ
リークラブのキャリアを継続できるのではな
いか。

■ ポリオ撲滅活動協賛第

71 回京都市内 24RC 親
睦チャリティゴルフ大会
10/8（土）「瀬田ゴルフコース北コース」に於いて開催さ
れました。参加された会員の皆様、ごくろうさまでした。
■ お知らせ

会員減少による予算の圧迫は、現会員の会費
の値上も検討しなければならないほどの大き
な問題となっています。その他の要因として、
年間の例会数が増えていることも大きい。ハ
ッピーマンデー制度のため、火曜日の祝日が
なくなり、例会数が増え、本会計を圧迫して
います。例えば、例会を月曜日にすれば、事
業費を確保できるのではとの意見も出ました。
台風が接近し、開催が危ぶまれましたが、美
味しいお料理と和やかな雰囲気の中で意見を
交わし、有意義なひとときを過ごしました。
（報告：副リーダー

中西敏之）

幹事報告
■ お礼

先週のガバナー公式訪問例会には、理事・役員・委員
長をはじめ多数の会員の皆様にご出席頂きまして、誠
にありがとうございました。皆様の御協力・ご支援につき
まして、心より感謝と御礼申し上げます。
■ 米山ランチ

本日は、米山ランチを実施致します。会員諸兄姉、ビジ
ター各位のご協力をお願い致します。

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「現役引退後の社会奉仕のあり方」
10/19 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「子どもたちの声を受け止めて」

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

10/20
（木）

京 都 南
京 都 北
京都洛北
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京都 ﾓｰﾆﾝｸﾞ
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京都西山

10/21
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京 都
京都伏
京都洛
京都紫

東
見
西
竹
10/24 京 都 西
（月） 京 都 紫 野
京 都 中
京都平安
10/25 京 都 西 南
（火） 京 都 洛 中
京都洛南
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＊来週は金沢南ロータリークラブより来訪
10/25（火）来週の例会に、姉妹クラブの金沢南ロータリ
ークラブより 6 名様が、表敬訪問にお越し下さいます。

ＲＡＣ報告
【10/22（土）23（日）】
八神社秋祭り奉仕例会 担当：財務活動委員会

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

ニコニコ箱・特別寄付 ＜10/11＞
ニ コ ニ コ 箱 計 112,000 円 累計 1,051,000 円
達成率 35％
公式訪問自祝。
ガバナー 刀根荘兵衛様
公式訪問自祝。
ガバナー補佐 山口義治様
公式訪問自祝。
幹事長 山本 等様
公式訪問自祝。
公式訪問担当幹事 中山勝美様
宗教学者 山折哲雄氏
特定非営利活動法人ﾁｬｲﾙﾄﾞﾗｲﾝ京都 理事長 外村まき氏

クラブ・デー
例会変更
＊ビジター受付はございません
「ゲームを作って売る。～変わらない原則と今後のキーワード」
ライブｺﾝﾋﾟｭｰラｲﾝｸﾞ株式会社 代表取締役 藤井敬志氏
「“知られざる国ラオス”子象 4 頭がやってきた！」
ラオス名誉領事 京都洛中ＲＣ会員 大野嘉宏氏
-米山月間スピーチ-「文化を可視化する」
米山奨学生 程 遥氏
「私の履歴書」
会員 澤邊吉信氏
「桃源郷を描く」
日本画家 奥村美佳氏
クラブ・デー 第 4 回ｸﾗﾌﾞ討論会「米山奨学生ｽﾋﾟｰﾁ」
トンガラグ ノムルン様
-社会奉仕部門フォーラム-「施設の現状とこれからの支援の形について～20周年を控えて～」
特非）らくさいけあーねっと ふれあいｻﾛﾝたんぽぽ 平野元子氏、福）衆善会 児童養護施設 和敬学園 施設長 樋口文昭氏
「皆さんの知らない中央市場裏話」～「せり」での価格決定の謎～
京都市中央卸売市場 鮮魚部 丸友商店 勤務 北村泰一朗氏
休会
＊ビジター受付は平常通り
「唱歌から器楽へ」（日本の音楽教育の変遷と京都の役割）
会員 田中義雄氏
～情報集会まとめ～
「不思議な八ッ橋物語」
㈱井筒八ッ橋 代表取締役会長 京都南ＲＣ会員 津田純一氏
「フラ～語り継がれるもの～」
フラ指導者 岡田瑞紀様、ﾊﾜｲｱﾝﾐｭｰｼﾞｼｬﾝ shintaro 様
「グローバルな、多様な文化をベースにした企業活動」
㈱堀場製作所代表取締役会長 社長 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ 会員 堀場 厚氏
米山奨学生ｽﾋﾟｰﾁ「『光を目指して』～あの頃、其の後と、此の先」
米山奨学生 陳 奕均様
「マイ プロフェッショナル」
会員 花木隆三氏、太田智之氏
「びっくり日本の地理」
会員 社会保険労務士 脇 巖 氏
「台湾を知るための話」
京都大学院生 呉 若彤氏
未定
シンガーソングライター 熊谷かおり氏
「米国でなぜ日本酒が売れた（売れている）のか？」
月桂冠株式会社 常務取締役 経営本部長 水津哲義氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

R.I.第 2650 地区刀根荘兵衛ガバナーをお迎えして。
吉田（良）君、竹本君、渡辺（剛）君、川中君、鈴木君
今井君、中村（弘）君、木村（安）君、本田君、平野君
岩橋君、松井君、清水君、小森君、吉田（武）君
村田君、今村君、西村君、小山君、川勝君、布施君
柴田君、関根君、岡武君、村岡君、上村君
深海君、山田君、安倍君、茂山君
東山高校、野球部京都秋季大会、優勝おめでとう。
川中君、小山君、佐々木君、奥田君、布施君
チャリティコンペ、おつかれ様でした。中塚君、谷口君
誕生日自祝。
奥田君
結婚記念日自祝。
木村（茂）君
夫人誕生日自祝。
戸田君
100％出席 19 年自祝。
100％出席自祝。
青山君

ロータリー財団

計 45,000 円

累計 488,400 円

達成率 33％
R.I.第 2650 地区刀根荘兵衛ガバナーをお迎えして。
小野君、中村（翠）君、松下君
ロータリー財団協力会より。
松井君
米山記念奨学会

計 15,000 円 累計 392,000 円

達成率 26.1％
R.I.第 2650 地区刀根荘兵衛ガバナーをお迎えして。
中村（翠）君
米山月間に寄せて。
岡武君
希望の風奨学金
一助に。

計 5,000 円 累計 55,000 円

達成率 13.8％
小森君

