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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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「ロータリーは楽し」
米山カウンセラー

井上

そして地元の高校に通って頂きます。私の
知る限りでは、一年後、お子様達は皆んな
見違える程、立派に成長されて帰国されま
す。どうぞ積極的に参加してみて下さい。

武雄

我がクラブでは、例会の最初に司会者が
「国際ロータリー第 2650 地区京都東山 RC
の例会を始めます」と言ってスタートしま
す。会員の皆様も自動的に RI の一員ですの
で、少しだけ外に目を向けて戴きたいと思い
ます。
一、 青少年交換（Youth Exchange）と言う

一、研 究 グ ル ー プ 交 換 （ Group Study
Exchange）
我がクラブが、このプログラムを受け入れ
たのは、今から 30 年（？）程、前だと思い
ます。ロータリアン以外で、事業又は専門
職業に携わる 25-40 歳の外国人 4-5 名を、1
名ずつ各家庭で 3-4 日預かると言うもので
す。

プログラムが有ります。
会員の皆様のお子さんやお孫さんを海外の
ロータリアンの家族に一年間、預けてみませ
んか？
-平和と紛争予防/紛争解決月間-

本日の例会

前回例会報告
〔１２：３０〕

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
-新入会員スピーチ「自己紹介」田村 旭彦君
「自己紹介」内藤 葉子君
閉会点鐘
〔１３：３０〕
本日の会合 ２月２８日（火）
創立 50 周年記念事業実行委員会
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 ············ 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

(裏面へ続く)

会員数 76（26）名 出席者 46（10）名
ビジター 0 名
出席率 76.6％
ゲスト
0名
第 2365 出席率 85.94 ％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ３月７日（火）
クラブ・デー

次週の会合

３月７日（火）
第 9 回定例理事・役員会
例会終了後「平安の間」
第 3 組ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 18：30～「南禅寺 八千代」

“未来に繋がる
“未来に繋がる
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於：東館４Ｆ「葵殿」

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
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武雄
俊雄
浩
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正樹
明史
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あと３９９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

我が家に迎えたのは、ドイツから来られた大
学の准教授の人でした。ドイツの話が聞けて、
楽しい思いをしました。
一度、我がクラブでも受入れてみては如何で
しょう。
一、
友情交換（Friendship Exchange）
個人対個人の交流で、ロータリアンとその家
族が、他国のロータリアンの家族を訪問し、
ホームステイを行うものです。私は、参加し
たいと思いながら、その機会を逃してしまい
ました。我がクラブの若いメンバーの皆様、
是非参加してみて下さい。

■ お知らせ

*園部ロータリークラブ事務局移転のお知らせ
2017.3.1 より
【事務局】
京都府南丹市園部町美園町 4 号 16 番 29
Tel（0771）62-4330 Fax（0771）63-0349
Email：sonoberc＠yahoo.co.jp
※電話、Fax 番号、E-mail の変更はございません。
*1991-1993 年度米山奨学生 馬 燕様（中国・
広州市出身）より
2/9（木）事務局を訪ねてくださり、お手紙とお土産を頂
戴しましたので、ご紹介いたします。

*山科（東山）ロータリークラブの皆様へ*

幹事報告

1991 年 4 月から 1993 年 3 月まで
の米山奨学生・馬 燕でございます。

■京都マラソン例会 お礼
山田委員長、村岡副委員長を始め、2 月 19 日（日）の
京都マラソンボランティア活動にご参加いただいた皆様、
寒い中ありがとうございました。福留会員、中村（ ）会
員、42.195ｋｍの完走おめでとうございます！

25 年も前、皆さまには大変お世話
になっておりました。米山奨学金のお
陰で、順調に留学学業が終了できました。
いつも感謝の気持ちをもっています。

ＩＡＣ報告
【IAC 例会（RAC 例会）】
日 時：3 月 14 日（火）16：00～
場 所：東山高校
＊ インターアクト提唱クラブ委員長並びに提唱校顧問会議

2/19(日)「ザ・パレスサイドホテル」に於いて開催され、
岡武 IAC 委員長が出席されました。ごくろうさまでした。

現在は、ロータリークラブの奉仕の精神で中国・広州
の日本語教育に力を尽くそうと歩んでいるつもりです。
感謝の言葉をお伝えすることが、大変遅くなり悔しく思
っています。申し訳ありません。しかし、心の中には忘れ
たことがありませんでした。本当にどうもありがとうござい
ました。
馬 燕
2017 年 2 月 9 日

都 京都Ｈｵｰｸﾗ -新会員スピーチ-「自己紹介および京阪ｸﾞﾙｰﾌﾟの京都戦略の概要について」
小川雅人氏
3/1 京
京都南 RAC 会員 宮内 翼氏
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「ローターアクトの目指すべき未来について」
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「超高齢社会の備え～終活～」
一般社団法人ﾘﾌﾞｽﾄｰﾘｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 顧問 高橋和雄氏
「私の仕事」
会員 三宅由起氏
「インドネシアにおける水開発事業」
京都嵯峨野 RC 江後良平氏
「タカラバイオの事業戦略」
ﾀｶﾗﾊﾞｲｵ株式会社 代表取締役社長 宝ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 取締役 仲尾功一氏
「着物が紡ぐ私の人生」
女優・ﾓﾃﾞﾙ 荻野まどか氏
「いろいろとⅡ」
会員 森 勝敏氏
「近代京都の原点：琵琶湖疎水-北垣国道と田辺朔郎-」
英語ボランティア観光ｶﾞｲﾄﾞ 田辺謙三氏
「京都市の救急について」 西京消防署長 山田俊哉氏 -会員スピーチ- 谷口泰義氏
「夢を描く」 ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ・絵本作家
京都市こどもみらい館 館長 永田 萠氏
「ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止と明るい職場応援団」
森田惠三社会保険労務士事務所 副所長 杉原純子氏
「家庭集会のまとめ」
ロータリー情報委員長 越川哲也氏
「環境への優しさを見える化する！」
東京農工大学名誉教授 服部順昭氏
「ちょっぴりｵｼｬﾚな昼下がり～声楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙで午後のひとときを～」
Drei Violette
「保津川に 12 連筏を復活させる」
京都学園大学 人文学部 教授 手塚恵子氏
「会員スピーチ 民暴対策について」
会員 若宮隆幸氏
「目の話」
会員 中路 裕氏
「誰も知らなかった桂離宮」
帝塚山大学 文学部教授 牟田口章男氏
「災害発生状況等について」（仮題）
京都市中京消防署長 山根毅彦氏
「中国大理四僧の話」
会員 酒井英明氏
「インバウンドメディアの構築」
㈱T-STYLE 代表取締役 徳毛伸矢氏
未定
「ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞの為のﾜﾝﾗﾝｸ上の第一印象ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ法」
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞｭｰﾃｨｰｸﾞﾚｰｽｱｿｼｴｲｼｮﾝ 代表取締役 中田裕子氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

同好会情報

３月 の プ ロ グ ラ ム

＊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
＊ロータリーほろにが会
3/14（火）18：00～「レストラン菊水」
＊軽音楽同好会
3/14（火）20：30～「ｽﾀｼﾞｵ 246」

３月 ７日（火） クラブ・デー
３月１４日（火）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）

ニコニコ箱・特別寄付 ＜2/19＞
ニコニコ箱

計 74,000 円 累計 2,074,000 円

達成率 69.1％
京都マラソン委員会の皆様、本日はありがとうございま
す。 今井君、今村君、佐貫君、中村（翠）君、小坂君
木村（安）君、渡辺（剛）君、坂田君、小森君、平野君
安澤君、
関根君、松井君
中村（弘）君、吉田（武）君、岡武君、橋本君
中西君、布施君、井川君、山田君、深海君
寄本君、田村君、加藤君、内藤君、渡邊（恭）君
京都東山ローターアクトクラブ一同
孫が世話になり。
杉﨑君
結婚自祝。
加藤君
ロータリー財団

計0円

累計 990,400 円

達成率 66％
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％

2/19（日）
京都マラソン
完走おめでとうございます!
給水ボランティア
皆さま、おつかれさまでした。

３月２１日（火）クラブ・フォーラム（広 報）
担当 広報委員長 木村 安輝 君
（ライトランチ）
３月２８日（火）- スピーチ －
「印象派とジャポニスムー女性画家ベルト・モリゾの場合」
神戸大学大学院 国際文化学研究科
教授 吉田典子 様

