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＊皆が同じ考えである事はない。クラブの存続
のために節目になる事業をする事も大事。節目
があるからこそ次につながるとも言える。
振り返って、何をやってきたのか尺度となる足
跡を残す事も大事。
＊一過性のものでなく何か後々の人の役に立つ
ものを残す事がしたい。

平成２８年１１月１日（火）１８；００〜
於 八千代
出席者
◎福留 磯田 渡辺 吉田（武）
岸
村田 辻
（敬称略）
①５０周年について
＊５０周年で終わるわけではないので、あまり頑
なに何かしようと思わなくても良いのでは。
＊誰のために何のためにやるのか そこが肝心
＊記念誌については、冊子でないとダメな年代と
データでも良いという年代に分かれるのでは。
＊困ってる人の助けになる奉仕が基本である。
式典ばかりが先行している気がする。

②会員増強について
＊月に２回位の例会なら誘いやすい。ライオン
ズクラブに誘われた時の事を思い出す。
＊E クラブが出来た事や、主婦でもお金さえ納
めれば会員になれるのであれば何を基準に誘っ
たら良いのか。
(裏面へ続く)

-ロータリー財団月間-

本日の例会

前回例会報告

ライトランチ

開会点鐘
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
クラブ・フォーラム（ロータリー財団）

〔１２：３０〕

会員数 79（27）名 出席者 52（16）名
ビジター 0 名
出席率 76.5％
ゲスト
0名
第 2352 出席率 93.06 ％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会１１月２２日（火）

-夫人同伴例会-「弦楽四重奏コンサート」
田村安祐美様（ヴァイオリン）京都市交響楽団メンバー
山本美帆様（ヴァイオリン）京都市交響楽団メンバー
山田麻紀子様（ヴィオラ）京都市交響楽団メンバー
城甲実子様（チェロ）フリーランス チェロ奏者

担当 ロータリー財団委員長 薮下清三君
「ロータリー財団資金の活用について」本田修造君
閉会点鐘
〔１３：３０〕

本日の会合

18：00～「八千代」

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

次週の会合

１１月１５日（火）

情報集会第５組

クラブ創立５０周年
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 2Ｆ「山城」

１１月２２日（火）
第 4 回指名委員会
例会前 11：30～「吉水の間」

“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 504 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

＊昔は緊張感もあり、ロータリーに入れてもらっ
たと言う気持ちが強かったが、今は入ってもらっ
たと言う感じが強いのではないか。
＊会員増強も大事だが退会防止につながるクラ
ブ作りが大事。
＊推薦者が責任を持って指導する事を昔は問わ
れたが今はゆるいのでは。
＊入会時の基準は別として、入ってからの充実感、
仲間との出会い、人間形成に繋がる満足感を得ら
れれば大事な場になる。
以上 ５０周年と会員増強についての意見交換
の後、楽しい宴を過ごし、最後は５０周年を皆で
協力して乗越えていきましょうという事で２時
間４５分に亘る情報集会が御開きとなりました。
（報告者：村田好謙）

幹事報告
■2016-17 アトランタ国 際 大 会 説 明 会
11/20（日）「メルパルク京都」に於いて開催され
安澤国際奉仕委員長が参加されます。ごくろうさまで
す。

充分な台数分の確保は難しい可能性がございます。公
共交通機関でのご来館に御協力のほどよろしくお願い
致します。
■ 「インターアクト活動」のご案内
１１月２０日（日）京都市内（四条河原町近辺）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」を行います。
集合：１２時、集合場所：東山高等学校
参加希望者は、インターアクト委員長の岡武まで、ご連
絡をお願いします。

ＲＡＣ報告
【11/8（火）例会】中西ＲＡ委員長、渡辺（剛）会長、寄本
会員が参加されました。ごくろうさまでした。

ＩＡＣ報告
【インターアクトの地区大会参加のご報告】
１１月１２～１３日、福井市でインターアクトクラブの地区
大会が開催されました。当日はインターアクター１７名に
加え、岡武インターアクト委員長、福留インターアクト地
区委員、中塚社会奉仕委員長が参加されました。お疲
れ様でした。

■ 2016-17 年度 第 2 回京都市内 24RC 連絡協議会
会長・幹事会
11/22（火）「木乃婦」に於いて開催され、渡辺会長、清
水幹事が出席されます。ごくろうさまです。
■ウェスティン都ホテル京都より
11/22（火）11：00 より、約 1,000 名様の宴席が開催され、
駐車場の混雑が予想されます。一部におきましては、
当クラブの会員のため駐車スペースは確保頂けますが、
都 京都Ｈｵｰｸﾗ -新会員スピーチ-「魅力度ランキング向上に向けて」
11/16 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん クラブ・デー「公共イメージ部門第 6 回クラブ・フォーラム」

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

11/17
（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

11/18
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

東
見
西
竹
11/21 京 都 西
（月） 京 都 紫 野
京 都 中
京都平安
11/22 京 都 西 南
（火） 京 都 洛 中
京都洛南
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川端正樹氏

クラブ・デー
「私と８耐」
会員 杉本五十洋氏
「感動経営のための「価値づくり」のマーケティング」
オフィス未来 代表者 佐々木 武氏
「イスラムから世界を知る」
同志社大学大学院 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ研究科 内藤正典氏
「備前焼緋襷模様を科学する」 岡山大学大学院 自然科学研究科 特任教授 高田 潤氏
クラブ・デー「私の夢履歴書」
会員 宇治田脩盂氏
「未定」
税理士 佐藤善恵氏
「ロータリーアクトを提唱するメリットについて」
RI 第 2650 地区ロータ-アクト代表 宮内 翼氏、ロータ-ｱｸﾄ委員長 宮本研二氏
-R 財団部門ﾌｫｰﾗﾑ-「ﾛｰﾀﾘｰ財団 100 周年と補助金ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについて」
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
「ﾎﾞｼﾞｮﾚｰﾇｰﾎﾞを楽しむ会」
ﾎﾞｼﾞｮﾚｰﾇｰﾎﾞ例会 F&F ﾃﾞｲ
「後を継ぎたくなかった」
会員 吉村光弘氏
ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ講習会と京都の歌姫和紗様 LIVE
「歴代 R 財団委員長を経験して」
赤松 R 財団委員長 久保和子氏、末広秀圭氏
「創立 25 周年事業報告会」
「南極観測越冬隊の１年間～調理担当越冬隊から見た南極～」
第 38.45 次日本南極地域観測隊 調理担当越冬隊 北田克治氏
新会員スピーチ
齋藤達也氏
「マイ プロフェッショナル」
会員 八木 透氏、森本隆康氏
指定休会
＊ビジター受付はございません
休会
＊ビジター受付は平常通り
未定
京都府立大学 副学長 田中和博氏
未定
小山茂樹氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

同好会情報
＊野球同好会
ガバナー杯野球大会（準決勝～）
（日時）１１月１９日（土）１０時３０分試合開始
（場所）滋賀県立希望が丘公園野球場
（対戦相手）京都伏見ＲＣ
＊ロータリーほろにが会
12/13（火）18：00～「中国料理 桂心」

ニコニコ箱・特別寄付 ＜11/8＞
ニコニコ箱

計 44,000 円 累計 1,334,000 円

達成率 44.5％
クラブ戦略策定クラブ・フォーラム担当松井委員長、本
日はご苦労様です。
吉田（良）君、竹本君、佐貫君、杉﨑君、鈴木君
小山君、中村（弘）君、小坂君、小森君
吉田（武）君、布施君
クラブ戦略フォーラムよろしくお願い致します。 松井君
祝！ガバナー杯野球大会 1 回戦突破！
今井君、渡辺君、村岡君、山田君
深海君、寄本君、安倍君
結婚記念日自祝。
平野君、上村君
鈴木さん、いつもありがとうございます。
竹之内君
ロータリー財団

計0円

累計 629,400 円

達成率 42％
米山記念奨学会

計 30,000 円 累計 613,000 円

達成率 40.9％
野球同好会 公式戦初勝利！皆様、おつかれ様でし
た。
小森君、関根君、福留君
中国語勉強会参加記念日に。
渡邊（恭）君
希望の風奨学金
一助に。

計 10,000 円 累計 90,000 円

達成率 22.5％
渡邊（恭）君

