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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
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「月間に因み
少しでもロータリー財団を理解しよう」
ロータリー財団委員長

薮下

いてあまり感心は高くなく、また、理解さ
れていないように見受けます（自分がそう
だから言う訳ではありませんが）。その要因
は内容が多岐に亘り大変複雑だからです。
そこで今回は感心の薄い方、入会暦の浅い
方にもご理解いただけるようにと思い至っ
てシンプルに、簡便に表現したいと思いま
す。
①ロータリー財団とは国際ロータリーが
「世界でよいことをしよう」をテーマに掲
げ奉仕活動をするための最も重要な命の部
分（財源）であると言うことです。
「世界で良いことをしよう」とはどんなこ
とを RI はしようとしているかと言うと、

清三

表記に掲げたタイトルは委員長本人に言
い聞かせた言葉です。
入会して１０年以上時が経ちますが、恥ず
かしながらロータリー財団について、感心
も薄く、十分な理解もしていなかった者が委
員長を務める破目になり、一夜づけでの勉強
に取り組んだ次第が・・・・。毎年この月間
に因んで財団委員長がロータリー財団につ
いての詳しく立派な内容を掲載されていま
すが、多くの会員はこのロータリー財団につ
-ロータリー財団月間-

前回例会報告

本日の例会 クラブ・デー
開会点鐘
〔１２：３０〕
君が代斉唱
ロータリーソング♪ 奉仕の理想
会長挨拶
来客紹介
表彰・奨学金授与
幹事報告
会員増強委員会スピーチ
今月のお祝い
閉会点鐘
〔１３：３０〕
本日の会合 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」

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

(裏面へ続く)

会員数 79（27）名 出席者 54（16）名
ビジター 1 名
出席率 79.4％
ゲスト
6名
第 2350 出席率 89.39％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 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）

次週の会合 １１月８日（火）
京都東山 RAC

“未来に繋がる
“未来に繋がる
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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５１８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

●世界中の貧困や飢餓を減少し、社会が少し
でも向上し、世界が平和になるように（人々
の健康状態を改善し、教育への支援を高め、
貧困を救済することを通じて、世界理解、親
善、平和をの達成を目指す）

いますし、ロータリー財団委員会によるクラ
ブフォーラムでも説明されることもあります
が、なんと言ってもロータリー財団のスペシ
ャリストの本田会員にお尋ねされることがベ
ストだと存じます。

②財源確保のためにロータリー財団への寄付
を（年次寄付･恒久寄付・使途指定寄付）
●2650 地区はクラブの会員一人年間 180 ドル
の寄付（年次基金寄付）を希望、要請してい
ますので、会員諸兄が上半期 10,000 円、下半
期 10,000 円を実行くださると我がクラブの
責任が果たせることになることをご理解ご協
力をお願いしたいのです。

今月のお祝い

③ロータリー財団のプログラムは数々ありま
すが、主なものは
●ポリオプラス･プログラム
●補助金プログラム〔地区補助金･グローバル
補助金〕
●ロータリー平和センター・プログラム（平
和、紛争解決を推進するリーダー）
以上がロータリー財団に関する概要をいたっ
て簡略に申し上げましたので「そんな事は言
われなくても知ってるよ」とお叱りの声が聞
こえそうですが、深く、詳しい内容はロータ
リー財団に関する冊子が事務局に保管されて

❁ １００％出席会員表彰
連続３２年間：中村（翠）君
連続 ６年間：郡君、岡武君
連続 ５年間：橋本君
連続 ４年間：井上（正）君、村岡君、中村
君
❁ 誕生日
岸君 １０日 辻君 １２日 柴田君 １５日
郡君 １７日 竹本君 １７日
❁ 夫人誕生日
吉田(良)君夫人
明子さん
３日
川勝君夫人
絢子さん
５日
薮下君夫人
正子さん
８日
井上(武)君夫人
佳子さん
１５日
清水君夫人
佐和子さん
１５日
松下君夫人
啓子さん
１７日
西村君夫人
照子さん
２２日
大木君夫人
映妃さん
２９日
❁ 結婚記念日
平野君 ３日 大木君６日
坂田君１０日 稲本君２０日 上村君２５日

都 京都Ｈｵｰｸﾗ -新会員スピーチ11/2 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「ロータリー財団 100 周年と補助金プログラムについて」
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「俳人としての私」 福永法弘氏
地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 副委員長 京都嵯峨野 RC 会員 名井得郎氏
「ご縁は着物のお陰です」
柾木良子氏
「市政報告私見」
会員 大津裕太氏
「飲みもの」を進化させることで、「みんなの日常」をあたらしくしていく。～キリンものづくりについて～
ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社 京滋支社京滋支店 主任 青木惠子氏
祝日休会
祝日休会
祝日休会
祝日休会
祝日休会
祝日休会
祝日休会
祝日休会
「働き方改革をどうとらえるべきか」
政策シンクタンク PHP 総研代表 永久寿夫氏
例会休会
＊ビジター受付は平常通り
d
「龍馬暗殺の謎」
霊山歴史館 副館長 木村幸比古氏
sou
休会
＊ビジター受付はございません
未定
「新会員スピーチ」
会員 室田眞吾氏、辻 拓宏氏
「最期にビハーラは何ができるのか」
大阪府立大学大学院 人間科学修士 佛教大学総合研究所嘱託研究員 福永憲子氏
「京都市の都市間交流について（東アジアの事例を中心に）」
京都市国際化推進室 三浦 結氏
「外国人の雇用について」
行政書士 川口 友氏
臨時休会
＊ビジター受付は平常通り
「リトアニア共和国と日本の長きにわたる友好関係」
駐日ﾘﾄｱﾆｱ共和国特命全権大使 ｴｷﾞﾃﾞｨュｽ・ﾒｲﾙｰﾅｽ氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

幹事報告
■～京都東山ロータリークラブ～ご夫人・ご夫君同伴例会のご案内

ご夫人・ご夫君同伴の例会を、来る 11 月 22 日（火）に
開催いたします。是非皆様方にはご出席賜りますようご
案内申し上げます。先週、ご夫人・ご夫君宛てにご案内
を発送させていただきました。ご出欠のお返事は、11
月 8 日（火）迄にクラブ事務局（FAX：075-752-3309）ま
でお願い申し上げます。
日 時 ２０１６年 11 月 22 日（火）
例 会 １２：３０～１３：３０
場 所 ウェスティン都ホテル京都 東館２Ｆ 「山城の間」
内 容 弦楽四重奏コンサート
会 費 無 料

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。
＊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 ＜10/25＞
ニコニコ箱

計 97,000 円 累計 1,201,000 円

達成率 40％
一助に。
金沢南ロータリークラブ様
金沢南 RC よりお越しの皆様、本日はようこそお越し下
さいました。 吉田（良）君、山中君、今井君、鈴木君
中村（翠）君、竹本君、小山君、川勝君、今村君
中村（弘）君、木村（安）君、渡辺君、清水君
上村君、竹之内君、布施君
井上剛宏様、本日スピーチありがとうございます。
嬉しいことがありまして。
誕生日自祝。
吉田さん、先日はありがとうございました。

ロータリー財団

計 15,000 円

ロータリー財団協力会より。

米山記念奨学会

平野君
大木君
安倍君

累計 609,400 円

達成率 41％
内藤君

計 69,000 円 累計 563,000 円

達成率 38％
金沢南ロータリークラブの皆様、表敬訪問ありがとうござ
います。
渡辺（剛）君、中村（弘）君
井上剛宏様、本日スピーチありがとうございます。
吉田（武）君
ガバナー杯野球大会、がんばりましょ～！
村岡君、山田君、深海君、寄本君
一助に。
戸田君、今村君

希望の風奨学金

計 5,000 円 累計 75,000 円

金沢南様ご一行をお迎えして。

達成率 18.8％
小野君

～１０月のスナップ～
10 月 4 日（火） クラブ・デー

100％出席、お誕生日、表彰
おめでとうございます。
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米山奨学生 金 ボラ 様

10 月 25 日（火）
―スピーチ―
造園家 井上 剛宏 様
10 月 25 日（火）
新入会員歓迎会
於：晴鴨樓

