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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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『社会奉仕委員会』
社会奉仕委員長

中塚

この奉仕の理想の適用を実行することに
ついては、各ロータリー・クラブは多彩な社
会奉仕活動を開発して、会員に奉仕活動の素
晴らしい機会を与えています。また、奉仕プ
ロジェクトの実行においては次の４つが必
要不可欠です。
①地域社会と関連していること。
②ロータリアンにとって学びの機会となる
こと。
③地域社会におけるロータリークラブの役

浩

皆様ご承知のとおり『社会奉仕』はロータリ
ーの五大奉仕の第三部門で、英語に訳すと
「Community Servise」となります。ロータ
リーの社会奉仕とは、クラブの所在地域また
は行政区域内に居住する人々の生活の質を
高めるために、ときには他と協力しながら、
会員が行うさまざまな取り組みから成るも
のである。また、ロータリアンひとりひとり
の個人生活、事業生活、社会生活に奉仕の理
想を適用することを奨励、育成することで
あるとしています。

割を見出すこと。
④現状の支援源をもってロータリアンがど
の様な活動が出来るかを判断すること。
(裏面へ続く)

-ロータリー財団月間-

本日の例会

夫人同伴例会

前回例会報告

開会点鐘
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
「弦楽四重奏コンサート」

〔１２：３０〕

閉会点鐘

〔１３：３０〕

本日の会合

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

於：東館 4Ｆ「葵殿」
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）
次週の会合 １１月２９日（火）
情報集会第６組
例会終了後「千草 2」

“未来に繋がる
“未来に繋がる
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次週の例会１１月２９日（火）

１１月２２日（火）
第 4 回指名委員会
11：30～「吉水の間」
京都東山ＲＡＣ例会
19：30～

クラブ創立５０周年

会員数 79（27）名 出席者 55（15）名
出席率 82.1％
第 2353 出席率 90％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

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４９７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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以上、少し難しかったかも知れませんが社
会奉仕について今一度おさらいをしてもらえ
たらと思い寄稿しました。今後の皆様の素晴
らしい社会奉仕活動の一助となれば幸いです。
幹事報告

同好会情報
＊野球同好会
１１月１９日のガバナー杯準決勝は、雨天中止となり
１１月２６日（土）午前１０時３０分～となりました。
ご声援、宜しくお願いいたします！
＊ロータリーほろにが会
12/13（火）18：00～「中国料理 桂心」

■ ご夫人同伴例会
本日はご夫人のテーブルをご用意しています。皆様、
ご一緒に楽しいひと時をお過ごしください。
■ ふれあい“やましな”2016 区民まつり
11/23（祝）
「山科中央公園」に於いて開催され、渡
辺会長が参加されます。ごくろうさまです。
■ RLI ﾊﾟｰﾄⅢ研修会
11/27（日）
「京都文教学園」に於いて開催され、中
塚社会奉仕委員長が出席されます。ごくろうさまで
す。

ＩＡＣ報告
【11/20（日）】「インターアクト活動」のご報告
京都市内において、４つのインターアクトクラブ（東山、
洛星、洛西、聖母）合同で「鳥取中部地震の募金活動」
を行いました。市内４ヶ所に分かれて、３時間の活動で
合計 256,393 円の募金を集めることができました。ロー
タリーからは、渡辺会長、岡武インターアクト委員長、木
村（安）インターアクト委員、清水幹事が参加されました。
お疲れ様でした。

ニコニコ箱・特別寄付 ＜11/15＞
ニコニコ箱

計 47,000 円 累計 1,381,000 円

達成率 46％
ロータリー財団委員会クラブ・フォーラム担当薮下委員
長、本日はご苦労様です。
君
吉田（武）君、小森君、岡武君、布施君
昨日は木村（安）さん、疏水巡りお世話になりました。
渡辺（剛）君
横尾会員、ありがとうございました。家族全員大喜びで
した。
中村（弘）君
福留さん、岡武さん、福井御苦労様でした。 中塚君
スペクターデビュー戦快勝！！
川勝君
先日は狂言会におこし下さりありがとうございました。来
年の襲名に向けてがんばります。
茂山君
出席 100%自祝。
中村（翠）君
誕生日自祝。
戸田君、柴田君
ロータリー財団

計 75,000 円

累計 719,400 円

達成率 48％
財団月間に因んで。
本田君、小坂君
無事にキャメロン リニューアルを迎えることができました。
皆様、ありがとうございました。
川勝君
ロータリー財団協力会より。
青山君、加藤君、渡邊（恭）君

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 祝日休会
11/23 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 祝日休会
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祝日休会
米山奨学スピーチ
「都市景観政策における景観ﾃﾞｻﾞｲﾝの色彩の調和、ﾍﾞﾄﾅﾑと日本の事例」ﾚｰ・ﾃｨ・ﾎﾝ・ﾃﾞｨｯﾌﾟ氏、「自己紹介」李 立鼎氏
11/24 京 都 南
音楽例会「歌と古楽器によるｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ」 声楽家 笠原雅仁氏、古楽器演奏者 植野訓子氏
（木） 京 都 北
京都洛北
「自己紹介とケニアについて」
米山奨学生 ﾋﾞｼｲﾏｲｸｷﾅﾏ氏
京都洛東
「ｽｰﾊﾟｰｻｰｽﾞﾃﾞｰ」
京都桂川
クラブ・デー 第 5 回クラブ討論会「改装工事にともなう次年度のクラブ運営について」
京都 ﾓｰﾆﾝｸﾞ
「知られざる
日本の地理」
社会保険労務士 京都平安ＲＣ会員 脇 巌氏
BUENO
京都さ くら
「ロータリー財団 100 周年と補助金プログラムについて」
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 副委員長 京都嵯峨野ＲＣ 名井得郎氏
京都西山
「マイナス金利下での資産保全」
野村証券㈱京都支店 法人課 課長 大西一史氏
-ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ-「フライﾌｨｼﾝｸﾞの楽しみ方」
会員 加座教雄氏
11/25 京 都 東
「フィールドから見渡した世界」
スポーツｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 中西哲生氏
（金） 京 都 伏 見
京都洛西
「地域活性化のための会計人からのメッセージ」
公認会計士・税理士 京都南ＲＣ会員 長谷川佐喜男氏
京都紫竹
「クラブ・フォーラム
創立 25 周年に向けて」
ぜ
休会
＊ビジター受付は平常通り
11/28 京 都 西
第 5 回クラブ・フォーラム
（月） 京 都 紫 野
京 都 中
「ラオスﾎﾟﾘｵミッション報告」
会員 小森一宏氏
京都平安
「忍者とｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ」
伊賀流忍者 市川伊蔵氏
「世界から京都へ、京都から世界へ」
日本貿易振興機構（JETRO）京都貿易情報センター所長 石原賢一氏
11/29 京 都 西 南
」」
未定
（火） 京 都 洛 中
師
京都洛南
「宇治茶発展のこぼれ話」 株式会社山政小山園取締役顧問、宇治商工会議所副会頭 小山茂樹氏
井が龍 ★18：30
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00
かぶしき

（Ｒ財団）ポリオプラス 計 5,000 円
ポリオプラスもご協力お願いします。
米山記念奨学会

累計 5,000 円

渡辺（剛）君

計 17,000 円 累計 630,000 円

達成率 42％
バスケット優勝しました。
奥田君
無事にキャメロン リニューアルを迎えることができまし
た。皆様、ありがとうございました。
川勝君
福留先生、色々とありがとうございました。
安倍君
希望の風奨学金

計 19,000 円 累計 109,000 円

達成率 27.3％
京都競馬 6 レース、新馬戦優勝、亡き太田先生に感謝。
川勝君
一助に。
小坂君、安倍君、茂山君

