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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２組報告」
・過去の東山の周年行事のように、熱意を
もって行うべきである。
・周年行事を体験して、その時に感じたこ
とは「マンパワー」であった。
・後々まで語り継がれる行事にしたい。
それは形に残るのか？心に残るのか？
・実行委員会の決定事項にしたがって粛々
と行うべきである。
・ご夫人方に多数参加願いたい。
50 周年に向けて様々な建設的意見が多く出
た。また、過去の周年行事のお話を先輩諸
氏から沢山伺うことが出来、近年入会の会
員には大変参考になりました。

平成 28 年 10 月 4 日（火）18：30～
於 田ごと
出席者 ◎安澤 〇松下 〇佐々木
稲本 谷川 今井
深海 安倍 （敬称略）

①50 周年に向けて
・他クラブの周年行事に参加して
各クラブそれぞれにカラーが違うので、
様々な周年行事がある。また、参加者の主観
により、評価は一定しない。それを踏まえて、
東山独自の考えで行うべきである。

(裏面へ続く)
-経済と地域社会の発展・米山月間-

本日の例会
開会点鐘
〔１２：３０〕
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―
「庭園美の魅力」
造園家 井上剛宏様
閉会点鐘
〔１３：３０〕
本日の会合 １０月２５日（火）
金沢南
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」

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

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 58（20）名
ビジター 3 名
出席率 80.6％
ゲスト
1名
第 2349 出席率 92.96％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会１１月１日（火）
クラブ・デー

次週の会合

１１月１日（火）
第５回定例理事・役員会
例会終了後「平安の間」
情報集会第４組
18：00～「八千代」

“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

於：東館 4Ｆ「葵殿」

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５２５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

②会員増強について
・ゲストデーを有効に使う。
・会員増強するにはまず、現会員のロータリ
ー意識を上げるべきではないか。
・増強と共に、退会者が出ないクラブ作りを
・会員数の多いクラブが増強を実現できてい
る要因の一つに、人数が多い分、役の回って
くる確率が低いからという理由がある。しか
し、そのような意識の会員ばかりが増えてい
くのもいかがなものか？
以上 50 周年や会員増強というテーマで意
見交換会が和やかに行われました。
情報集会とはテーマをもって行うのも良いが、
原点に戻り、フリートーク型の情報集会であ
っても良いのでは？という多数の意見もあり
ました。
（報告者 ： 副リーダー 佐々木虚室）

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
中西 RA 委員長、井上（正）RA 副委員長、福川、安倍、
田村同委員が参加されました。ごくろうさまでした。

ＩＡＣ報告
１０月２２日(土)に東山高校にて、インターアクトクラブの
例会が開催されました。
内容は、①牧野会員による「職業卓話（弁護士）」
②力石君・山本君による「カンボジア海外研修報告」で
した。牧野ＩＡＣ委員の他、岡武ＩＡＣ委員長、中村吉晴Ｉ
ＡＣ副委員長、ＩＡＣ委員の関根会員、奥田会員が参加
されました。ごくろうさまでした。

同好会情報
幹事報告
■ 金沢南ロータリークラブより表敬訪問
本日、姉妹クラブの金沢南ロータリークラブより表敬訪
問にお越しいただいています。ご遠路ありがとうござい
ます。
＊金沢南ロータリークラブ
会 長
大原 浩幸 様
会長エレクト
浜上
満 様
幹 事
園田 貴之 様
副幹事
石野
茂 様
提携クラブ委員長
三好 研一 様
社会奉仕委員長
祖泉 信宏 様

＊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
11/8（火）18：00～「レストラン菊水」

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「データｻｲｴﾝｽが開く大学の未来、日本の将来」 滋賀大学 学長 位田隆一氏
10/26 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん クラブ・デー

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

10/27
（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

10/28
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

東
見
西
竹
10/31 京 都 西
（月） 京 都 紫 野
京 都 中
京都平安
11/1 京 都 西 南
（火） 京 都 洛 中
京都洛南
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夜間例会の為、臨時変更
＊ビジター受付は平常通り
クラブ・デー
米山奨学生ｽﾋﾟｰﾁ
京都精華大学 博士 2 年 ｶｰﾛｳﾞｨﾁｭ、ﾀﾞﾙﾏ様
新会員スピーチ
井上雅文氏、西村永良氏、横出利之氏
「和魂漢才と香り」
㈱松栄堂 代表取締役社長 畑 正高氏
ハナレイベイ RC 歓迎例会
「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
会員スピーチ 「書画を通して日中交流 45 年」
会員 瀬田保二氏
「口腔ケアからはじめる健康管理」
京都歯科医療技術専門学校 同窓会 歯科衛生士 監事 白本貴子氏
「科学のﾌｨﾙﾀｰを通して、金具職人が見たもの」 ㈱仁科旗金具製作所 代表取締役 博士（学術） 仁科雅晴氏
「奉仕で結ばれるロータリーと私」
2016 年度米山奨学生 李 晶晶氏
「輝く瞳に会いに行こう」
Ｒ．Ｉ．第 3360 地区ﾁｪﾝﾗｲＲＣ直前会長 原田義之氏
「陰陽師ノウハウのﾋﾞｼﾞﾈｽへの活用法」
中部大学経営情報学部 教授 児玉充晴氏
「最近の金融経済情勢」
日本銀行 京都支店長 大川昌男氏
例会変更
＊ビジター受付はございません
『光を目指して』～あの頃、其の後と、此の先」
米山奨学生 陳 奕 均氏
第 3 回クラブ・フォーラム（国際奉仕部門）
「平安京と天神」
北野天満宮権宮司 橘 重十九氏
「司法書士の仕事」
司法書士 皆川大輔氏
「政治家として、今、取組むべきこと」
元内閣官房副長官 参議院議員 福山哲郎氏
「ラオスという国」
在京都ラオス人民民主共和国名誉領事 会員 大野嘉宏氏
未 定

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

ニコニコ箱・特別寄付 ＜10/18＞
ニコニコ箱

計 53,000 円 累計 1,104,000 円

達成率 36.8％
米山奨学生金ボラさん、本日はスピーチありがとうござ
います。
吉田（良）君、鈴木君、今井君、小山君、中村（弘）君
柴田君、安澤君、岡武君、吉田（武）君、布施君
谷口君、山田君
本日米山奨学生、金ボラさんのスピーチです。よろしく
お願い申し上げます。
井上（武）君
“敬老の日”のお祝いをいただいて。
磯田君
誕生日自祝。
佐貫君
結婚記念日自祝。
谷川君
夫人誕生日自祝。
中西君
スキーの会、いろんな方、たくさんの方、いろいろ楽しく
ありがとう。
小山君
小山先生、大変お世話になりました！
今村君、松井君、谷川君
小森君、村岡君、中西君、郡君
ロータリー財団 計 106,000 円

累計 594,400 円

達成率 39.6％
木やさん、情報集会、宜しくお願い致します。 中塚君
ロータリー財団協力会より。
寄本君、辻君、牧野君、安倍君、田村君
米山記念奨学会

計 102,000 円 累計 494,000 円

達成率 32.9％
米山ランチ差額寄付
58,000 円
米山月間に因んで。
本田君
金ボラさん、スピーチ楽しみにしています！
中村（吉）君、中西君
金ボラさん、本日はスピーチありがとうございます。
中川君
松井さん、福留さん、夏は大変お世話になりました。
ありがとうございました。
深海君
入会にあたって。
田村君
希望の風奨学金
一助に。

計 15,000 円 累計 70,000 円

達成率 17.5％
佐貫君、小山君

１１月 の プ ロ グ ラ ム
１１月 １日（火） クラブ・デー
１１月８日（火）クラブ・フォーラム（クラブ戦略策定）
担当 クラブ戦略策定委員長 松井 信五 君
（ライトランチ）
１１月１５日（火）クラブ・フォーラム（ロータリー財団）
担当 ロータリー財団委員長 薮下 清三 君
（ライトランチ）
１１月２２日（火）夫人同伴例会/「弦楽四重奏コンサート」
田村安祐美（ヴァイオリン）京都市交響楽団メンバー
山本美帆（ヴァイオリン）京都市交響楽団メンバー
山田麻紀子（ヴィオラ）京都市交響楽団メンバー
城 甲実子（チェロ）フリーランス チェロ奏者
１１月２９日（火）クラブ・フォーラム（創立 50 周年記念事業実行委員会）
担当 創立 50 周年記念事業実行委員会委員長
中村 翠嵐 君
（＄100 万ランチ）

