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～ 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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う案でした。過去の先輩方の功績をこの機

平成 28 年 10 月 18 日（火）18：30～
於 木や
出席者 ◎関根 〇井上（正） 〇村岡
山中 小野 本田 清水 中塚
平野 岡武 寄本 加藤 （敬称略）

会に見つめ直すというものであります。
東山クラブの若手達は過去の出来事をほと
んど知らないので、大変良い機会であると
思いました。東山クラブらしさを打ち出し、
独自の事業で良いとの意見でした。

① 50 周年に向けて
予算 2,000 万円を超えるのはいかがなものか
という意見があり、その予算で行くならば、
もっと内部的な事にお金を使うべきだとい
う意見でした。具体案として、記念誌の発行
とともにホームページで 50 年の歩みを載せ
て、デジタル化する案と、50 周年の式典など
に 50 年の歩みのパネル展示などをするとい

②会員増強について
女性会員を増やすと共に、本田増強理事が
推進されている月一回のゲストデーに見学
者をお呼びして、入会を促すためにも、例
会終了後にロータリーの説明を行なう時間
を作らなければならないとの意見が出まし
た。
(裏面へ続く)

-ロータリー財団月間-

本日の例会

開会点鐘
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
クラブ・フォーラム（クラブ戦略策定）
閉会点鐘

〔１２：３０〕

１１月 ８日（火）

京都東山 RAC

クラブ創立５０周年
2018 年 4 月 2 日
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

会員数 79（27）名 出席者 52（19）名
ビジター 1 名
出席率 73.2％
ゲスト
5名
第 2351 出席率
90.28％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会１１月１５日（火）

担当 クラブ戦略策定委員長 松井 信五 君
〔１３：３０〕

本日の会合

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

ﾗｲﾄﾗﾝﾁ

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
担当 「ロータリー財団資金の活用について」本田修造君
（ﾗｲﾄﾗﾝﾁ）
次週の会合 １１月１５日（火）
情報集会第５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５１１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
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その他の意見として、ロータリーの会合（理
事会や情報集会など）に於いて、一人の発言
の持ち時間を決めて意見をいただくときに、
タイムキーパーとして「チンベル」を用意し
てはどうかとの話が出ました。会議ではきち
んと時間どおりにメリハリをつけることは大
変良いことではないかと思いました。

同好会情報
＊野球同好会
１１月５日ガバナー杯野球大会１回戦、
ＶＳ水口ＲＣ １８－４での快勝！
準決勝は、１１月１９日（土）１０：３０～
希望が丘公園野球場で、前年度覇者の伏見ＲＣと対戦
します。応援、宜しくお願いいたします。
＊ゴルフ同好会
１１月２日（水）田辺ＣＣにて１３名の参加で第１回コンペ
を行いました。絶好の天気のもとでのゴルフとなり、深海
会員が優勝されました。昨年度分の取り切り戦は、福留
会員が優勝されました。
＊ロータリーほろにが会
11/8（火）18：00～「レストラン菊水」

ニコニコ箱・特別寄付 ＜11/1＞
ニコニコ箱

「木や」さんの美味しいお料理をいただきな
がら、関根リーダーの下、熱い論争が交わさ
れました。皆様、大変お疲れさまでした。
本田さん どうもありがとうございました。
（報告者：副リーダー

井上

正博）

幹事報告
■ 2016-17

年度 インターアクト地区大会
11/12（土）-13（日）「福井工業大学附属福井高等学
校・金井講堂」に於いて開催され、岡武 IAC 委員長、中
塚社会奉仕委員長、インターアクター17 名が参加され
ます。ごくろうさまです。

計 89,000 円 累計 1,290,000 円

達成率 43％
本日はよろしくお願い致します。
京都東山ローターアクトクラブ一同様
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。
小山君、吉田（武）君、布施君
本田会員、本日スピーチご苦労様です。
吉田（良）君、今井君、杉﨑君、小山君
小坂君、小森君、中塚君、川勝君
ロータリー体験会、ご参加の皆さん、本日はありがとうご
ざいます。我々とロータリーライフを楽しみましょう！
本田君
中山博雄さん、ようこそいらっしゃいました。ありがとうご
ざいます。
横尾君
竹田裕美子様、本日はようこそお越し下さいました。
清水君、松下君
岸さん、いつもお世話になります。ありがとうございます。
磯田君

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「変わったこと、変わらないこと-新聞記者、教員からみた 50 年‐」
11/9 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「老衰国家からの脱却～蘇れ神秘の細胞～」

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

11/10
（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
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京都西山

11/11
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

東
見
西
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11/14 京 都 西
（月） 京 都 紫 野
京 都 中
京都平安
11/15 京 都 西 南
（火） 京 都 洛 中
京都洛南
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元朝日新聞記者、元京都女子大非常勤講師 落合健二氏
西京病院 薬剤課 主任薬剤師 友高智恵子氏
ﾗｲﾌﾅﾋﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社 京都支社長 前川和則氏
＊ビジター受付はございません

業界初「総合金融サービス業」
例会変更
クラブ・デー
休会
＊ビジター受付は平常通り
アメリカ大統領選後の日米関係
同志社大学法学部教授 村田晃嗣氏
「京都の中華」
広東料理「蕪庵」店主 武田淳一氏
「向島の未来の農業について」
㈱中嶋農園 代表取締役社長 中嶋直己氏
-会員スピーチ‐
児嶋雄二氏、万殿慎二氏
「菊渓菊をご存知ですか？」
編集者/ライター 黒田正子氏
「政府の働き方改革が企業に与える影響」
社会保険労務士 住山事務所 代表 住山 香氏
-ロータリー財団月間スピーチロータリー財団委員長 会員 中村雅彦氏
「精神医療と私」
会員 城守国斗氏
「その人らしいソフトランティングを考える」
京都府立医科大学付属病院護部管理室総括看護師長 藤本早和子氏
ｹﾝｿﾞｰｴｽﾃｲﾄ ﾜｲﾅﾘｰ ｱｼｽﾀﾝﾄ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ｿﾑﾘｴ 堺 真也氏
例会変更
＊ビジター受付はございません
未定
第 4 回クラブ・フォーラム（青少年奉仕部門）
「歴史博物館の役割」
大阪歴史博物館 副館長兼学芸課長 伊藤廣之氏
「中国の教育現状～農村小学校からみた教育格差～」
米山奨学生 孫 群姍氏
ロータリー財団フォーラム
「野鳥と人をつなぐ「巣箱」のお話」
日本野鳥の会 京都支部 梶田 学氏
「ﾛｰﾀﾘｰ月間 100 周年と補助金ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについて」
地区財団副委員長 京都嵯峨野ＲＣ会員 名井得郎氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

4 完走、おめでとうご
ざいます。
渡辺（剛）君、寄本君、深海君
先日は、新会員歓迎会ありがとうございました。
安倍君、茂山君、内藤君
5 年 100％出席自祝。
橋本君
100％出席自祝。
村岡君、岡武君、郡君
誕生日自祝。
夫人誕生日自祝。
結婚記念日自祝。

ロータリー財団

竹本君、郡君
吉田（良）君、井上（武）君
西村君、清水君、松下君
坂田君
計 20,000 円

累計 629,400 円

達成率 42％
もう 3 分の 1 なのか、まだ 3 分の 1 なのか、頑張りましょ
う。
中村（弘）君
一助に。
布施君
米山記念奨学会
一助に。

希望の風奨学金
一助に。

計 20,000 円 累計 583,000 円

達成率 38.9％
井上（武）君、布施君
計 5,000 円 累計 80,000 円

達成率 20％
布施君

