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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

MEETING ON TUESDAY 12:30 THE WESTIN MIYAKO KYOTO

Sister Club：Hsin-Chu,Taiwan＆Kanazawaminami

2016 年 11 月 29 日 第 2358 回例会 Weekly Bulletin №49-21
「情報集会第５組報告」

●山中先生の講演で iPS 細胞の研究を広く
一般の方々に知って頂く事が大切であり、
ファンデーション（財団、社会事業団）作
りに、貢献出来る講演会を期待している。
●メイン事業である山中教授の講演会に参
加したい方が多数おられる場合、どう対応
するのか？ 例えば市内クラブや姉妹クラ
ブ、当クラブの家族等の席をどう割り振り
するのか？一般応募の方や大学関係者、学
生等の席はどれぐらい確保するのか？
しっかり準備していかないとトラブルにも
なるので慎重に準備していかないといけな
いと思う。

平成２８年１１月１５日（火）18：00～
於 八千代
出席者 ◎中川 ○布施
木村（安）
、佐貫、中村（翠）
中村（弘）、小坂、小森、清水
(敬称略）
秋も深まり紅葉も少しずつ色づく季節に、
中川リーダーのもと「八千代」にて開催され
ました。
１．【５０周年に向けて】
●５０年の歴史に裏付けされた式典と事業
を行う事を希望する。

(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

＄100 万ランチ

開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ 友 ら集 いて
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
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
閉会点鐘
〔１３：３０〕

本日の会合
情報集会第６組

次週の例会

１２月 ６日（火）於：東館 4Ｆ「葵殿」

クラブ・デー・年次総会

次週の会合

１２月 ６日（火）
第 6 回定例理事・役員会
例会終了後「平安の間」

１１月２９日（火）
例会終了後「平安の間」

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

会員数 79（27）名 出席者 50（11）名
ビジター 2 名
出席率 79.4％
ゲスト
4名
第 2354 出席率
87.14％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

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

“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４９０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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●５０周年は、特別な節目であるのでメンバ
ー全員一致団結して取り組んで成功させよ
う。
以上の意見等がありました。
２．【会員増強について】
会員増強は、クラブにとって、永遠の課題で
す。当クラブの最高会員数は、１９９３年度
に１１１名でしたが現在は、７９名です。
今年度も重要課題である会員増強は、クラブ
挙げて活動課題として、常に意識を高めてい
かなければ、会員減少につながるのでメンバ
ー一人一人が意識を高めて欲しい。
●ゲストデーの見学者に紹介者自身の入会
への積極的なアプローチとフォローが大切
である。
●退会防止を積極的に押し進めていく必要
がある。
●入会年数の浅い会員（３年未満）には、推
薦者２名のどちらかの会員が３年位は、細か
く面倒見ていく事も大切である。負担の多さ
よりも魅力の多さを作るべきである。
●会員増強は、メンバー一人一人が意識を高
め危機感を持たないと増強には繋がらない
と思う。
二つの課題に向けてメンバー全員一致団
結し取り組んでがんばっていきましょう。と
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「『ICOM 京都 2019』の意義」
11/30 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 休会

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

12/1
（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

12/2
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

12/5
（月）
12/6
（火）

東
見
西
竹
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京都洛南
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の意見等がありました。
とても美味しい「八千代」さんのお食事、お
酒を飲みながら意見等が交わされました。
京都東山ロータリークラブは、市内６番目
発足のクラブですが、市内の中心的な存在に
なるクラブ作りをしていき魅力的なクラブ
に発展できる夢を膨らませています。
（報告：副リーダー

布施栄一）

幹事報告
■＄１００万ランチ
本日は１００万ドルランチを実施致します。会員諸兄妹、
ビジター各位の皆様のご協力をお願いします。
■2016-17 年度 第 2 回京都市内 24R.C.連絡協
議会 合同幹事会
12/1（木）「京都ブライトンホテル」に於いて開催され、
事が出席されます。ごくろうさまです。
■「年忘れ家族例会」ご案内
12/20（火）に年忘れ家族会を開催致します。
例会時間を臨時変更し、
例会は午後 5 時 30 分から、
家族会は午後 6 時からです。是非、ご家族皆様お揃
いでご参加ください。先週ご案内をポスト入れさせ
て頂きましたので、お返事をよろしくお願い致しま
す。なお、お申込みの締切は 12/6（火）です。

京都国立博物館 館長 佐々木丞平氏
＊ビジター受付は平常通り
国際ﾛｰﾀﾘｰ第２６５０地区 2016-17 年度広報委員長 奈良大宮ロータリークラブ会員 髙野 治氏

「広報新時代の到来」
クラブ・デー
「落語の世界の住人たち」
落語 桂二乗氏
「2017 年の株式市場見通し」
みずほ証券㈱ エクイティ調査部 シニアテクニカルｱﾅﾘｽﾄ 三浦 豊氏
「現代人の心と闇」
京都学園大学 人文学部 心理学科 教授 山 愛美氏
「自分史」
会員 川下晃正氏
「京都市の観光政策について」
京都市副市長 岡田憲和氏
年次総会
「未定」
熊本県南阿蘇郡西原村村長 日置和彦氏
「食べることの愉しみと意義」
株式会社ジオード 代表取締役 ﾌｰﾄﾞｺﾗﾑﾆｽﾄ あまから手帖編集顧問 門上武司氏
「ローターアクトを提唱するメリットについて」
地区ローターアクト代表 宮内 翼氏
「創業 100 周年を迎えて」
会員 森田晴夫氏
「宇治茶 800 年の歴史散歩～ゆかりの地を訪ねて」
株式会社堀井七茗園 代表取締役社長 堀井長太郎氏
「ビートルズは初めから分裂していた」
ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学人間文化学部教授、元副学長 小林 順氏
「第 4 回クラブ協議会 上半期進捗状況の検討と後半のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの検討」
「都市の緑が果たす防災機能」
京都市右京区副区長 片山博昭氏
「会員スピーチ」
中嶌重男氏
「雑感」
1999-2000 年度 RI 第 2650 地区 地区幹事長 京都洛西ロータリークラブ会員 加藤善彦氏
「年次総会」
「モンゴル植林事業報告」
理事 里内忠一氏、会員 前野竣希氏
未定
「未定」
第 2650 地区国際奉仕委員長、奈良東 RC 会員 浦島 睦氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

■ロータリー財団１００周年記念シンポジウム
国際人道支援の第一線で活躍するロータリー財団学友の報告
11/27（日）ＪＰタワー・ＫＩＴＴＥ（東京・千代田区丸の内）
に於いて開催され渡辺会長が出席されました。ご苦労
様でした。

一助に。
ロータリー財団協力会より。

■ロータリーレート変更
12 月１日より、ロータリーレートが１㌦＝106 円に変更さ
れます。（現行 102 円）

米山記念奨学会

ＲＡＣ報告
【11/22（火）例会】
中西 RA 委員長、井上（正）RA 副委員長、福川委員が
参加されました。ごくろうさまでした。

吉田（良）君、関根君
深海君

ベネファクター基金積立
計 10,000 円／$98.04
演奏ありがとうございます。
郡君
計 5,000 円 累計 635,000 円

達成率 42.3％
吉田（良）君

一助に。

希望の風奨学金

計 0 円 累計 109,000 円

達成率 27.3％

同好会情報
＊野球同好会 ガバナー杯準決勝
ＶＳ京都伏見ＲＣ ７－８ 惜敗
最終回、粘り切れず逆転負けでした・・・
三位決定戦
ＶＳ京都南ＲＣ ５－１１ 負け
メンバーが集まらず９人ギリギリでの試合となり
ました。参加の皆さん、本当にお疲れ様でした！
【ガバナー杯最終結果】
優勝）大津ＲＣ、準優勝）伏見ＲＣ、３位）京都南
ＲＣ、４位）東山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 ＜11/22＞
ニコニコ箱

計 51,000 円 累計 1,432,000 円

達成率 48％
ご無沙汰しております。
京都洛東ロータリークラブ
梶原章二様
今日は御世話になります。 京都洛東ロータリークラブ
熊﨑紀一郎様
田村安祐美様、山本美帆様、山田麻紀子様、城甲実
子様、本日は弦楽四重奏コンサートありがとうございま
す。
吉田（良）君、小山君、今村君、今井君、竹本君
中村（弘）君、小森君、清水君、関根君、松井君
渡辺（剛）君、安澤君、吉田（武）君、中川君
布施君、福川君、深海君、寄本君
洛東 RC 梶原さん、ようこそお越し下さいました。
川中君
本日は、演奏の機会を頂きありがとうございます。
山田君
山田ちゃん、いつもありがとうございます。
誕生日自祝。
岸君
結婚記念日自祝。
稲本君
ロータリー財団

計 35,000 円

累計 754,400 円

達成率 50.2％
同伴例会、多数のご夫人、ご主人様にお越し頂きあり
がとうございます。
渡辺（剛）君

１２月 の プ ロ グ ラ ム

１２月 ６日（火） クラブ・デー・年次総会
１２月１３日（火）-新入会員スピ―チ「良い弁護士の見分け方―弁護士のレベルの３段階」
牧野 誠司君
「狂言のいろは」 茂山 良暢君
（ライトランチ）

１２月２０日（火）年忘れ家族会
＜例会時間臨時変更 例会１７：３０～＞
１２月２７日（火）―休 会―
＊ビジター受付は行いません。

