2650 地区ガバナースローガン
い

ま

“夢を語り、現在を刷新 ”Review from the future and Renew

ROTARY CLUB OF KYOTO-HIGASHIYAMA, DISTRICT 2650 CHARTERED April 13, 1968

京都東山ロータリークラブ
会長テーマ
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「野球同好会」
副 S.A.A. 村岡

予選を勝ちあがり準決勝進出、準決勝は、
前年度覇者の伏見ＲＣさんと互角以上の戦
いを展開し、最終回５点差リード、誰もが
「勝てたな～」と思ったのが・・・・。
勝負事は最後まで判らないということを痛
感させられた大会となりました。
また、あの憧れの「甲子園球場」で行わ
れる全国ロータリー野球大会にも今年度、
初めて経験いたしました。残念ながら大会
規定で４０歳以上の会員しか出場資格がな
く、
（この規定には若干疑問あり！）全員で
挑むことはできなかったのですが、前夜祭
では全国のロータリアンと友好・親睦を深
め、翌日、朝一番の試合。

正浩

野球同好会も早いもので発足から３年が
経過しました。新入会員の方（特に若い方）
には、「とりあえず背番号何番にする？」と
半ば強引に？勧誘し（笑）現在は、部員が２
３名まで増えております。
基本的に月１回火曜日の例会後に岡崎グ
ランドを借りて練習し、年に数回、伏見ＲＣ
さんや洛中ＲＣさんに練習試合の相手をお
願いしております。同好会発足のきっかけと
なった２６５０地区のガバナー杯野球大会
には、今年度で３度目の挑戦でした。
-水と衛生月間-

本日の例会

〔１２：３０〕

(裏面へ続く)

前回例会報告

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
- スピーチ －

会員数 75（25）名 出席者 48（13）名
ビジター 1 名
出席率 76.2％
ゲスト
1名
第 2369 出席率 90.48％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

神戸大学大学院 国際文化学研究科
教授 吉田典子 様
閉会点鐘
〔１３：３０〕
本日の会合 ３月２８日（火）
後期クラブ戦略策定委員会
例会終了後「白川の間」
京都東山 RAC
19：30～「八千代」

次週の会合

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

次週の例会 ４月４日（火）
クラブ・デー／ゲストデー
４月４日（火）

第 10 回定例理事・役員会
第 5 組ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

“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

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

清三
富造
裕之
武雄
俊雄
浩
英治
正樹
明史

””

11：00～「平安の間」
例会終了後「平安の間」
18：30～「南禅寺 八千代」

あと３７１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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まっさらなグランドは神々しく、なんともい
えない感動でした。試合は、水戸ＲＣさんと
好ゲームを展開しましたが、あと一本が出ず、
惜敗いたしました。特別な時間を過ごせ、改
めてロータリーに入って良かったなぁと思え
た行事でした。
来年度も甲子園大会、ガバナー杯の両方に
出場予定ですが、我クラブ５０周年の記念す
べき年度に「ガバナー杯初優勝！」という報
告を付け加えることが出来るよう練習に励ん
でいきたいと思っております。会員の皆様の
温かいご声援、ご協力宜しくお願いいたしま
す！

幹事報告
■ 「ゲストデー」の開催

4 月 4 日（火）のクラブ・デーに於いて本田会員増強委
員長による「ゲストデー」を開催いたします。身近におら
れるお知り合いの方などおられましたら、ぜひお誘いい
ただき、会員増強に全員で努めましょう。よろしくお願い
いたします。
■ 地区大会

4 月 9 日（日）ＲＩ第２６５０地区 2016～17 年度地区大会
本会議が「サンドーム福井」にて開催されます。バスを
利用されてのご参加の皆様には、当日午前７時にウエ
スティン都ホテル京都東館１階ロビーにて集合お願いし
ます。
■ 金沢南ロータリークラブとの交流会

４月２２日～２３日金沢南ＲＣとの交流会を開催いたしま
す。今年度も懇親会、ゴルフ、観光で交流を深めたいと
思います。ご参加ご希望の方は、姉妹クラブ委員会か
ゴルフ同好会までご連絡をお願いします。奮ってご参
加いただきますようお願いいたします。

ＩＡＣ報告
【3/14（火）例会】
京都東山ＲＡＣ会長、幹事が参加、ﾛｰﾀｱｸﾄの活動に
ついて高校生へお話されました。岡武ＩＡＣ委員長が出
席されました。ごくろうさまでした。

同好会情報
＊軽音楽同好会 3/28（火）20：30～ ｽﾀｼﾞｵ 246
＊ロータリーほろにが会 4/11（火）18：00～「東華菜館」
＊ゴルフ同好会
４月２３日（日）金沢南 RC さんとの合同コンペ 片山津ＧＣ
＊野球同好会
３月２８日（火）練習 １４：００～１６：００ 岡崎グランド

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「長屋王家荷札木簡と交通安全安心社会」
3/29 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 例会変更

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

3/30
（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

3/31
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

4/3
（月）
4/4
（火）

東
見
西
竹
京 都 西
京都紫野
京 都 中
京都平安
京都西南
京都洛中
京都洛南
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長屋王家木簡広報人 久保 功氏
＊ビジター受付は平常通り

「ケンクーンＲ.Ｃ.会長来日歓迎例会」
「第 4 回クラブ・アッセンブリー」
「障がいのある方と共に働く事。CRA ﾜｰｸｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの取組について」
前田様、岡様、梅原様
新会員スピーチ
一ノ宮和之氏、神農峰市、平田晃一氏
休会
＊ビジター受付はございません
「ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾟﾛﾘｰｸﾞ『B ﾘｰｸﾞ』発足-日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの目覚め-」
京都ﾊﾝﾅﾘｰｽﾞﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙﾁｰﾌｺｰﾁ 甲良泰明氏
「ｽｰﾊﾟｰｻｰｽﾞﾃﾞｰ」
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
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
休会
＊ビジター受付はございません
「笛」（仮）
京都先斗町芸妓、篠笛・能管奏者 豆千佳氏
「我が人生」
会長 堀越秀郎氏
例会変更
＊ビジター受付はございません
「ラオスﾎﾟﾘｵﾐｯｼｮﾝの報告と御礼」
RI 第 2650 地区国際奉仕委員長 奈良東 RC 会員 浦島 睦氏
例会時間・場所変更
＊ビジター受付はございません
例会変更
＊ビジター受付は平常通り
梱包事業について
（有）明進サービス 梱包事業部主任 山本 悟氏
「悟りの人生」
臨済宗 東福寺派 大本山 塔頭 即宗院 閑栖 杉井玄慎氏
例会日時場所臨時変更
＊ビジター受付は平常通り
例会臨時変更
＊ビジター受付はございません

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

ニコニコ箱・特別寄付 ＜3/21＞
ニコニコ箱

計 56,000 円 累計 2,327,000 円

達成率 77.6％
本日は、お世話になります。 京都西ロータリークラブ
上田哲次様
広報委員会クラブ・フォーラム担当木村安輝委員長、
本日はご苦労様です。
柴田君、渡辺（剛）君、今井君、川中君、小山君
上村君、中塚君、岡武君、布施君
藤井航太君、本日よろしくお願い致します。
中村（弘）君
福留君、スキーのバッチテスト 1 級おめでとう。むかつく
けどお前はなんでも出来る男やな。君は 60 歳まで生き
たら許さん。
今村君、横尾君、杉﨑君、中村（弘）君、小山君
松井君、坂田君、小森君、村岡君、山田君
福留さん、1 級合格おめでとうございます。やっぱり何
でもできる方ですね。
吉田（良）君、安澤君
スキー同好会、皆様有難う。
郡君
スキー検定 1 発合格自祝！！
福留君
誕生日自祝。
植野君
ロータリー財団 計 40,000 円

累計 1,090,400 円

達成率 72.7％
本日の広報フォーラム、ご支援下さい。 木村（安）君
ロータリー財団協力会より。
深海君、牧野君
米山記念奨学会

計 10,000 円 累計 895,000 円

達成率 60％
本日の広報フォーラム、ご支援下さい。 木村（安）君
希望の風奨学金

計 0 円 累計 364,000 円

達成率 91％

４月 の プ ロ グ ラ ム
４月 ４日（火） クラブ・デー・ゲストデー
４月１１日（火）‐スピーチ「祇園祭 ごみゼロ大作戦の実践から」
～市民発・市民主体のまちづくり～
まちしごと総合研究所 代 表
クリエイティブシンカー 野池 雅人 様
４月１８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
（ライトランチ）
４月２５日（火） ‐スピーチ「琵琶湖疏水・とっておきの話」
大津市歴史博物館 館長
樋爪(ひづめ) 修(おさむ) 様

