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その一方で、事業規模が大きいので盛り上
がりが遅れざるを得ないとの意見もあり。
・山中先生の事業について 1000 万円で足り
るのか、内訳を知りたい。iPS 研究所への寄
付金はある程度の金額が必要ではないか。
・将来の医療発展の展望のために山中先生
の講演には興味があるし、家族等にも聞い
てほしい。
・記念事業にはベンチ整備や舟運などもあ
り、事業を絞って集中すべきではないか。
・記念誌作成については、過去の記念誌を
利用しながら、絵や写真を多用してわかり
やすいものにしてほしい。

平成２８年１１月２９日（火）１４：００～
於 ウェスティン都ホテル「平安の間」
出席者 ◎中村（吉） ○山田 西村 木村（茂）
川中 松井 渡辺（剛）横尾 柴田
川勝 山本 上村 茂山 清水（敬称略）

① ５０周年について
・５０周年に向けて会員増強を図って行くべ
き。
・記念講演会へ参加したい人は多く、情報を
どのように発信・提供するかが重要。
・５０周年事業に対して盛り上がりに欠ける
てるように感じており、原因を整理すべき。

(裏面へ続く)
-疾病予防と治療月間-

本日の例会

前回例会報告

クラブ・デー・年次総会

開会点鐘
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
奨学金授与
幹事報告
年次総会
今月のお祝い
閉会点鐘

〔１２：３０〕

次週の例会

１２月１３日（火）於：東館 4Ｆ「葵殿」
新入会員スピーチ
「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
〔１３：３０〕

本日の会合

１２月 ６日（火）
第６回定例理事・役員会
例会終了後「平安の間」

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

会員数 79（27）名 出席者 51（18）名
ビジター 0 名
出席率 73％
ゲスト
0名
第 2355 出席率 88.06％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の会合

１２月 １３日（火）
第 1 回次年度理事・役員会
18：00～「晴鴨樓」
京都東山 RAC「会員増強卓話例会」 19:30～「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

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４８３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

・お世話になった各種団体の長には記念事業
にお呼びすべき。
・クラブの組織の一員として与えられた役割
を果たすことが大切。今後、事業を進めて行
く中で紆余曲折あろうが、部会長を中心に取
り組んでいくことが大切。

会費の値上げをすべき時期が来ているのでは。

② 会員増強について
・現在、当クラブは会員構成のバランスが良
く、会員増強を急ぐ必要はないと感じている。
・クラブの運営や、活力のあるクラブを考え
ると１００人規模の会員数は必要であろう。
・会員各自が、会員増強を常に意識して行動
することが重要である。
・30 代、40 代の若い会員の方が、どれだけ勧
誘できるかにかかっている。また、我がクラ
ブの魅力の伝え方が重要である。
・女性会員が過ごしやすい環境づくり（妊娠、
育児休暇など）が大切。
・良いことだけを伝え、お願いして入会した
人は退会していく傾向がある。勧誘する際に、
ロータリーへの理解を伝えきれていないので
はないか。
・会費の他にどのくらいの費用がかかるのか
伝えるべきである。会費の中に、あらかじめ
ノルマのある寄付などを入れてはどうか。
・会員増強で予算確保という一面もあるが、

今月のお祝い

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 新会員スピーチ「黒四について」
12/7 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん クラブ・デー 「年次総会」
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創立５０周年記念事業実行委員会フォーラ
ム例会後であり、今年度最後の情報集会であ
ったこともあり、多くの会員と真剣な議論が
繰り広げられました。
（報告：副リーダー 山田幸一郎）

❁ 誕生日
橋本君 1 日
清水君 ９日
中村(翠)君 ３０日 渡邊（恭）君 ３０日
❁ 夫人誕生日
小森君夫人
睦美さん
１０日
稲本君夫人
節子さん
１８日
岡武君夫人
直美さん
２２日
井上(正)君夫人 歩さん
２８日
❁ 結婚記念日
大藤君 １日

幹事報告
■台湾新竹ＲＣ創立 62 周年記念式典
12/13（火）「新竹風采宴會舘」に於いて、台湾新竹ＲＣ
創立 62 周年記念式典が開催され、清水幹事、安澤国
際奉仕委員長、布施姉妹クラブ委員長が出席されます。
遠路ごくろうさまです。
■「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。なお、お申込みは本日
締切りです。お返事をよろしくお願い致します。
井上正英氏

未定
ﾐﾉﾘ経営株式会社 長西将樹氏
「嵯峨野奨励金表彰式」
浄土宗派僧侶による雅楽の演奏
「日本画の誘い」
愛知県立芸術大学学長 日本・芸術院同人理事 村松公嗣氏
「品質本位のお茶づくりをめざして」
㈱丸久小山園 代表取締役社長 小山元治氏
クラブ・デー「私の履歴書」
会員 佐野喜一郎氏
「『労働基準監督署対応の基本』と『労災事故と企業のリスク』」
新会員 清野 篤氏
会員スピーチ
稲掛英男氏、鎌野孝和氏
「2016 ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛｵﾘﾝﾋﾟｯｸ出場その取組と挑戦」
ｱｰﾁｪﾘｰ選手（堀場製作所所属） 2016 ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛｵﾘﾝﾋﾟｯｸ選手 林 勇気氏
「第 2 回クラブ・フォーラム（規定審議会）」
休会
＊ビジター受付は平常通り
「我が国の貧困問題とその解決法」
会員 長谷川 晃氏
例会臨時変更
＊ビジター受付は平常通り
「小丸屋の生き方（継承の仕方）」
小丸屋 代表取締役 住井啓子氏
例会変更
＊ビジター受付はございません
「幸せの扉～二胡から奏でる」
二胡奏者 米山学友 姜 暁 艶氏、ピアノ奏者 中島幸子氏
「酉歳を迎えるに」
会員 山口琢也氏
「温泉の歴史と楽しみ方」
奈良女子大学非常勤講師 樽井由紀氏
「男のきもの」
（有）織匠小平 代表取締役社長 小平真滋郎氏
「2017 年、どうなる京都、日本、世界！激変する時代を生き抜く 3 つの知恵とは？」
㈱クリップ代表取締役社長 島田昭彦氏
「未定」 有限会社オフィス・バンバン
歌手 ばんばひろふみ氏
未定

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

■年賀状の交換省略
例年通り、会員相互の賀状交換は省略させて頂きま
す。

同好会情報
＊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 ＜11/29＞
ニコニコ箱

計 43,000 円 累計 1,475,000 円

達成率 49.1％
創立 50 周年記念事業実行委員会クラブ・フォーラム担
当中村翠嵐委員長、本日はご苦労さまです。
磯田君、竹本君、小山君、鈴木君
関根君、吉田（武）君、布施君
野球同好会ガバナー杯おつかれさまでした！もう少し
でしたね。
今井君、渡辺君、谷川君、村岡君、福留君
深海君、山田君、寄本君、茂山君
野球大会エラーの連続すみません。
松井君
竹本先輩、いつもお気遣い頂きありがとうございます。
平野君
渡邊（恭）さん、先日お世話になりました。大変いい音
楽でした。
渡辺（剛）君
誕生日自祝。
柴田君
ロータリー財団

計 10,000 円

累計 764,400 円

達成率 51％
中塚君

RLI 終了自祝。

米山記念奨学会

計 10,000 円 累計 645,000 円

寒さが厳しくなりました。米山バイザイ。

希望の風奨学金

達成率 43％
安澤君

計 0 円 累計 109,000 円

達成率 27.3％

～１１月のスナップ～
11 月 1 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。

１１月 ８日（火）クラブ・フォーラム
担当 クラブ戦略策定委員長
松井 信五 君

１１月１５日（火）クラブ・フォーラム
「ロータリー財団資金の活用について」
本田 修造 君

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）、山本美帆様（ヴァイオリン）
山田麻紀子様（ヴィオラ）、城甲実子様（チェロ）
１１月２９日（火）クラブ・フォーラム
担当
中村 翠嵐 君

