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「インターアクトについて」
インターアクト地区委員

そして、決まりごとの１つとして新しい
ＩＡＣは設立５年目に２日間の地区大会ホ
ストを務めることになっています。次年度
は東山ＩＡＣのホストで２０１７年１０月
２１～２２日に地区大会を開催することに
なります。
基本的にはインターアクターが中心とな

福留幸一

インターアクトの地区委員を務めさせて
頂いております関係でインターアクト地区
大会についてお知らせさせていただこうか
と思います。
インターアクトはよくわからん！と思わ
れている会員も多々居られるだろうとは思
いますが、間もなくそうは言っていられなく
なる時が近づいてまいりました。時の経つの
は早いもので７月からの次年度は、いよいよ
東山インターアクトクラブ（ＩＡＣ）設立か
ら５年目になります。
-母子の健康月間-

本日の例会

〔１２：３０〕
開会点鐘
ロータリーソング♪ 我らの生業
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
- 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
閉会点鐘
〔１３：３０〕
本日の会合 4 月 11 日（火）
第 5 回次年度理事・役員会
例会終了後「白川の間」
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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

って企画・運営するのですが、何せ高校生
ですので、時間や活動に制限があります。
従って、ロータリアンの補助が必須となっ
ておりますが、わがクラブに於きましては
岡武会員がＩＡＣ委員長として、すでに準
備を始めて下さっております。また、地区
大会の実行委員長は戸田会員が務めて下さ
ることになりました。
(裏面へ続く)
前回例会報告
会員数 73（24）名 出席者 56（18）名
ビジター 0 名
出席率 83.6％
ゲスト
1名
第 2371 出席率 84.62％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ４月１８日（火）

クラブ・フォーラム
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）
次週の会合 ４月１８日（火）
ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ第 6 組
18：00～「キャメロン」

“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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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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ＩＡＣの活動では夏季研修と地区大会はイ
ンターアクター（高校生）が参加する２大イ
ベントになります。地区大会では遠方から集
まるインターアクターのために、地元ならで
はの講演や勉強・フィールドワークを企画・
提供・運営することになっております。さら
に遠方からのロータリアンの参加者や高校の
先生方へのおもてなしも考えなければなりま
せん！これから実行委員会のメンバーが決ま
っていき次第、詳細を詰めていくことになり
ますが、どうか東山ＲＣの会員皆様のご協力
を賜りますよう、くれぐれもよろしくお願い
申し上げます。

幹事報告
■ 地区大会

お礼
4/8（土）-9（日）地区大会へご登録、ご出席頂きました
皆様、ありがとうございました。
■ 京都紫竹ロータリークラブ

創立 25 周年記念例

会・祝宴
4/14（金）「京都ブライトンホテル」に於いて開催され、
渡辺会長、清水幹事が出席されます。ごくろうさまで
す。
■ 地区職業奉仕講演会

4/16（日）「ロームシアター」に於いて開催され、清水幹
事、山田、青山、内藤会員が出席されます。ごくろうさま
です。

会員だより
＊山中鍈一会員が一身上のご都合で３月末日をもって
誠に残念ながら退会されました。山中会員には 45 年の
永きに亘り在籍され、1998 年度の会長としてご活躍され
ました。
＊牧野誠司会員が一身上のご都合により３月末日をも
って退会されました。短い在籍期間ではありましたが、
誠に残念です。

■ 4/25（火）『次年度委員長会議』

4/25（火）次々週、例会終了後「竹の間」に於いて次年
度委員長会議を開催致します。次年度委員長の皆様
はご出席よろしくお願いいたします。
■「2017-18

年度ロスター原稿」
京都市内２４ＲＣロスター作成の時期となりました。
本日、お配りした原稿が入稿原稿になりますので、内容
をご確認の上、訂正の有無にかかわらず、次週 4/18
（火）までに回答ボックスへお返しくださいますようお願
い致します。

ＲＡＣ報告
【4/4（火）例会】
渡辺会長、中西ＲＡＣ委員長、福川、安倍、茂山各委
員が出席されました。ごくろうさまでした。

ＩＡＣ報告
【地区大会下見】
岡武ＩＡＣ委員長がＩＡＣの新２年生５名を引率して、次
年度ＩＡＣ地区大会の宿泊先である「宇多野ユースホス
テル」やその周辺の下見に行かれました。ごくろうさまで
した。
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舞踏家 花の宮祐三子氏
医療法人高島診療所 院長 高島啓文氏
「しーかすみらいアートせかいプロジェクトについて」
京都精華大学 江田晃世氏
例会変更
＊ビジター受付はございません
クラブ・デー 青少年交換学生ご一家スピーチ
「フラ～語り継がれるもの～」
Halau Hula O Kapuamohala 主宰 岡田瑞紀氏
「京都魔界巡礼～京都三山とﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｯﾄ～」
合同会社京都ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ歴史研究所 代表 丘 眞奈美氏
クラブ・デー「ほとけさんって何？」
会員 今小路覚真氏
「今、若い人達に人気の挙式ｽﾀｲﾙ 和婚」 ㈱ｸﾘｴｲﾄｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ 代表取締役 梅木慎二氏
-会員スピーチ内山正元氏、上原従正氏
「未定」
立命館大学 ｱｺｰｽﾃｨｯｸｷﾞﾀｰｸﾗﾌﾞ様
「RI 第 2650 地区の社会奉仕」
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区社会奉仕委員会委員 京都南 RC 会員 岩井美晴氏
休会
＊ビジター受付は平常通り
「個人情報保護法の改正」
京都産業大学法教育総合ｾﾝﾀｰ長・教授 安冨 潔氏
「美術鑑賞のｽｽﾒ」
日本画家 川島 渉氏
「北陸新幹線・リニア中央新幹線と京都」
京都大学大学院工学研究課 教授 交通政策研究ユニット長 中川 大氏
例会変更
＊ビジター受付はございません
「釜の美と鑑賞」
千家十職釜師 大西清右衛門氏
「囃すとは・・・・」
能楽 幸流 小鼓奏者 曽和鼓堂氏
「ラオス・ﾙｱﾝﾊﾟﾊﾞｰﾝ報告」
RI 第 2650 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 京都中ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会員 小森一宏氏
「夫が亡くなった！？」
会員 脇 巌 氏
「ウミウの誕生からみる鵜飼の未来」
宇治川の鵜飼 鵜匠 澤木万理子氏
「長たる心」
臨済宗 天龍寺派 宗務総長 田原義宣氏
「キセキの出愛術～0.2 秒の直観を信じる為に用意したい 7 つのﾚｼﾋﾟ」
ﾋﾞｭｰﾃｨｰｸﾞﾚｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 開運ｾﾙﾌﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ講師 吉原亜美氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

同好会情報
＊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 全国ＲＣ野球大会 （甲子園球場）
6 月 28 日（水）午前 9：00～10：30
対戦相手は、静岡県の富士宮ＲＣさん。野球同好会メ
ンバー以外の方の応援参加も募集しております！
勿論、応援の方もベンチやベンチ裏の施設に入れます。
応援に行ってやろう！という方は、村岡までお願いしま
す！
＊軽音楽同好会 練習
4/11（火）20：30～22：30 スタジオ 246 にて
4/25（火）20：30～22：30 スタジオ 246 にて

ニコニコ箱・特別寄付 ＜4/4＞
ニコニコ箱

計 63,000 円 累計 2,423,000 円

達成率 80.8％
本日は宜しくお願い致します。
京都東山ローターアクトクラブ 串山琴美様
今月お祝いの皆さま、おめでとうございます。
戸田君、磯田君、中村（翠）君、今井君、中村（弘）君
谷川君、小森君、村岡君、中塚君、中西君、布施君
長い間欠席申し訳有りません。
薮下君
桜が咲きました。
渡邊（恭）君
誕生日自祝。
吉田（良）君、吉田（武）君、深海君
40 年前は可愛かった。明るく美しいと書いて明美と言う
名の妻。還暦、おめでとう誕生日。
村田君
夫人誕生日自祝。
結婚記念日自祝。
佐貫君、小山君、柴田君
福留君、岡武君

ロータリー財団 計 20,000 円
加藤さん、お目出とうございます。
散り急ぐ落葉の中の我も一葉。

米山記念奨学会

累計 1,140,400 円

達成率 76％
谷川君
村田君

計 25,000 円 累計 930,000 円

達成率 62％
翠嵐先生、昨日はありがとうございました。感謝申し上
げます。
村田君
一助に。
井上（武）君、上村君
希望の風奨学金

計 0 円 累計 364,000 円

達成率 91％

