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京都東山ロータリークラブ
～ 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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「京都マラソン給水ボランティア」
会報・記録委員長

ていますが、今日はクラブのメンバー
みんなで奉仕する一日になると思い
ます。今回も我がクラブから福留会員
と中村（吉）会員が出場されます。厳
寒のみやこ路を自己ベストタイム更
新を目指し我々の待つゴールへ向か
い力走されます。多くのランナーと共
にあたたかく「おもてなし」の心で迎
えましょう！
寒い一日ですが、みんなで楽しく、
みんなを幸せにできる一日でありま

上村承生

今日は京都マラソンの当日です。各
学区の自治会・体育振興会・消防団・
企業など、多くの京都市民と共に我が
クラブも例年どおり、感動のフィニッ
シュ会場で給水ボランティアとして
京都マラソンに参加します。
ロータリークラブは奉仕をするた
めの組織では無く、奉仕をする人を作
る組織だと先輩方にお教えいただい
-平和と紛争予防/紛争解決月間-

前回例会報告

本日の例会 京都マラソン例会
開会点鐘
会長挨拶
幹事報告
閉会点鐘

〔１０：３０〕

タイムスケジュール
１０：３０
１１：１５
１５：００
１５：３０

例 会（会場内テント）
給水活動開始
後片付け
慰労会 於:「南禅寺 八千代」

18：30～「木や」

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 ············ 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 76（26）名 出席者 50（17）名
ビジター 0 名
出席率 75％
ゲスト
0名
第 2364 出席率 87.69％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）
* ２月２１日（火）例会はございませんので
ご注意ください。
次週の例会 ２月２８日（火）
於：東館４Ｆ「葵殿」
新入会員スピーチ
「自己紹介」田村 旭彦君
「未 定」内藤 葉子君

次週の会合

今週の会合

2 月 21 日（火）
第 2 組ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

すように。

創立 50 周年記念事業実行委員会
例会終了後「平安の間」

“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(理事) ···· 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４０６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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幹事報告
■ 本日は京都マラソン例会

本日は早朝よりご参集いただきありがとうございます。ボ
ランティア活動終了後、「南禅寺 八千代」にて慰労会
を開きますので、お時間のゆるすかぎりご参加ください。
しております。お二人の活躍を応援しましょう！よろしく
お願い致します。
■ 97

クラブ合同会員増強会議
2/26(日)「京都商工会議所」於いて開催され、本田会員
増強委員長が出席されます。ごくろうさまです。
■ロータリー希望の風奨学金

地区より、第 1 次として 10,000,000 円が送金され、ロー
タリー東日本大震災青少年支援連絡協議会より御礼状
及び感謝状が届いたとの報告がございました。ご案内
申し上げます。
100 周年記念シンポジウムと集い」
5/17（水）14 時から京都ホテルオークラにて、ロータリー
財団 100 周年をお祝いするとともに、さらなる発展を期
すために、記念シンポジウムと集いが開催されます。登
録ご希望の方は、幹事もしくは事務局までお申し込み
下さい。

加藤晃久会員、渡邊恭章会員、本日スピーチご苦労
様です。
吉田（良）君、小山君、今井君、今村君、本田君
中村（弘）君、松下君、渡辺（剛）君、清水君、岡武君
小森君、吉田（武）君、布施君、寄本君
インフォーマルミーティング、第 1 組のみなさまご協力あ
りがとうございました。
中塚君
スキー同好会、おつかれ様でした。
小山さん、坂田さん、ありがとうございました。 横尾君
スキー同好会のみなさまありがとうございました。
福留君
スピーチさせて頂きます。
渡邊（恭）君
誕生日自祝。
西村君、谷川君
夫人誕生日自祝。
村岡君、山本君
結婚記念日自祝。
戸田君
ロータリー財団

計 10,000 円

累計 990,400 円

達成率 66％
京都マラソン例会ご協力お願いします。 渡辺（剛）君

■ロータリー財団

米山記念奨学会

計 0 円 累計 820,000 円

達成率 55％
希望の風奨学金

計 0 円 累計 159,000 円

達成率 39.8％

同好会情報
＊スキー同好会 3/18（金）～3/20（日）
乗鞍高原スキー場 (0263)93-2645
乗鞍高原国民休暇村 (0263)93-2304

ニコニコ箱・特別寄付 ＜2/14＞
ニコニコ箱

計 60,000 円 累計 2,000,000 円

達成率 67％
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 新会員スピーチ
2/22 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 例会場・例会時間臨時変更
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀
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「半沢直樹を超えて」小田裕之氏、「2020 に向けて京都・滋賀のホテル事情」小山正彦氏
＊ビジター受付は平常通り
地区 RAC 代表 宮内 翼氏、地区 RAC 委員長 宮本研二氏

「ﾛｰﾀｰｱｸﾄを提唱するメリットについて」
クラブ・デー
/23
「疲労について」
会員 西澤明彦氏
新会員スピーチ
岡村充泰氏、井上重樹氏、篠原敏晴氏
2/23 京 都 南
-ロータリー創立記念例会-クラブ・フォーラム
（木） 京 都 北
京都洛北
「吉野太夫花供養」
常照寺住職 奥田正叡氏
京都洛東
「スーパーサーズデー」
京都桂川
-京都西南 RC との合同例会京都 ﾓｰﾆﾝｸﾞ
-クラブ研修例会- 「RLI について」
第 2650 地区 RLI ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ クラブ研修ﾘｰﾀﾞｰ 会員 北尾隆明氏
京都さ くら
「我がｸﾗﾌﾞの生立ちと危機」
ロータリー情報委員長 明石純一氏
京都西山
「ひとりひとりが輝き続けるために」
京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学 英語英文学部 准教授 岩田真理子氏
「物の誕生の物語―ロータリーから宇宙まで―」
会員 左右田健次氏
2/24 京 都 東
「イタリア人から見た禅の魅力」
京都外国語大学外国語学部ｲﾀﾘｱ語学科准教授 竹下・ルッｼﾞｪﾘ・ｱﾝﾅさん
（金） 京 都 伏 見
京都洛西
「カンボジアミッション報告」
カンボジアミッション参加者
京都紫竹
「京の文化ｼﾘｰｽﾞ 3 ～琵琶と語りで織りなす源平絵巻～義経と静 悲恋ものがたり」 筑前琵琶奏者 川村旭芳氏
＜京都紫野 RC との合同例会の為、「京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ」に臨時変更＞
＊ビジター受付は平常通り
2/27 京 都 西
京都西 R.C.との合同例会 「土俵上の所作」
東関部屋 親方 大山 進氏
（月） 京 都 紫 野
京 都 中
「マイ プロフェッションナル スピーチ」
会員 平井達雄氏、西川治彦氏
京都平安
『シリア・・・文明の栄えた場所-平和の道へ』
ｻﾞ・ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ ﾌﾛﾝﾄﾏﾝ ﾊﾙ・ﾄﾞゥｰﾝ氏
「京都の新しい観光コンテンツとしての『ギア-GEAR-』」
ART COMPLEX 代表・統括プロデューサー 小原啓渡氏
2/28 京 都 西 南
「法人と相続」
税理士法人 未来 代表社員 会員 森 幸治氏
（火） 京 都 洛 中
代表
京都洛南
「相続人不存在と特別縁故者」
会員 辻井 博氏
COM
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

