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「創立 50 周年記念事業の現況報告」

し、広く京都市民の皆様方に iPS 細胞の目
指す将来性と現在の進捗状況についてお話
しを頂き、今後の医療発展を共に考え、願
う場と致します。
一方、二つ目の柱としての記念事業にお
きましては、ロータリークラブの理念であ
る奉仕の理想を具現化してまいります。
具体的には、京都市が試行されている「琵
琶湖疎水通船復活事業」に視点をあて、新
たな観光資源の創出と、疏水沿線周辺とく
に、山科地域の更なる活性化を図るこの事
業に賛同・協賛することで、当クラブの存
在をより高める機会として位置づけており
ます。

創立 50 周年記念事業実行委員会
記念事業部会長 木村 安輝
京都市内 6 番目のクラブとして誕生した京
都東山ロータリークラブは、2018 年 4 月に大
きな節目となる 50 年の記念すべき時を迎え
ようとしております。創立以来、奉仕の理想
を念頭におき、日々地域へのアプローチと活
動に努めてまいりました。昨年来、創立 50
年に向け、地域に根ざした社会貢献のできる
事業構築に向けて種々検討しておりました
が、その中で、一つの柱となる記念講演につ
きましては、京都大学山中伸弥教授をお招き

(裏面へ続く)
-母子の健康月間-

本日の例会 ﾗｲﾄﾗﾝﾁ

〔１２：３０〕
開会点鐘
ロータリーソング♪ 四つのテスト
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
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
閉会点鐘
〔１３：３０〕

前回例会報告
会員数 73（24）名 出席者 49（14）名
ビジター 0 名
出席率 77.7％
ゲスト
1名
第 2372 出席率 89.06％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ４月２５日（火）

於：西館 3Ｆ「コスモス」

‐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 修 様

次週の会合 ４月２５日（火）
4 月 18 日（火）
例会終了後「竹の間」
ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ第 6 組
18：00～「キャメロン」 次年度委員長会議
京都東山ＲＡＣ
19：30～「八千代」
本日の会合

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

“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３５０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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先人の貴重な産業遺産である琵琶湖疎水が、 幹 事 報 告
■金沢南ロータリークラブとの交流会
市民生活や産業・文化の発展を支えてきたこ
とを改めて認識すると共に、50 周年度中に、 4/22（土）-23（日）金沢南ＲＣと交流会を開催します。
【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】
テリトリーを東山区全域に拡大することも鑑
４月２２日（土）
み、蹴上乗船場前にベンチと待合所を寄贈・
１２：３０ ウェスティン都ホテル京都 出発
設置して、隣接するインクラインや蹴上広場
＝ １６：００頃 片山津 ホテル アローレ 着
１７：３０ ホテルアローレ 出発
との連携を図り、地域住民の交流と憩いの場
＝ １８：３０頃 懇親会場 「つば甚」 着
の拡充に寄与してまいります。この事業への
１９：００ 懇親会 「つば甚」
協賛が将来我がクラブにとって、地域に根ざ
２１：１０ 「つば甚」 出発
＝
２２：００頃 片山津 ホテルアローレ 着
した意義ある事業の展開へと発展することを
期待するものです。
４月２３日（日）
≪ゴルフ≫

１、特別記念講演
○開催日時 2017 年 8 月 5 日（土）午後 4 時～
○会
場 ロームシアター京都
○講
師 京都大学 iPS 細胞研究所
所長・教授 山中 伸弥
○講演テーマ iPS 細胞がひらく新しい医学
２、記念事業
○疏水観光船事業への協賛並びに蹴上乗船場
前にベンチと待合所を寄贈・設置
○運航開始
2018 年 3 月下旬
○運航コース
大 津 ⇔ 蹴上間
○運航期間
3 月下旬～11 月下旬の 8 ヵ月間
1 日 10 便（往復）

≪観光≫

７：３０ ホテル出発
７：４５ 片山津ゴルフ倶楽部 着
８：２４ ゴルフ OUT：IN スタート
１５：３０ 表彰およびパーティー
９：００ ホテル出発
千里浜なぎさドライブウェイ
宇宙博物館コスモアイル羽咋
１3：００ 昼食
七尾フィッシャーマンズワーフ
１６：３０ 片山津ゴルフ倶楽部にて合流
１９：３０ ウェスティン都ホテル京都着（予定）

■2017

学年度米山奨学生・カウンセラーのための
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・歓迎会
4/23（日）「メルパルク京都」に於いて開催され、井川次
年度米山奨学委員長、2017 学年度米山奨学生金 海
元（キムヘウオン）様が、出席されます。ごくろうさまで
す。

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 新会員スピーチ「ﾌｨﾃﾞｭｰｼｬﾘｰﾃﾞｭｰﾃｨと信託について」 辻 義輝氏 例会臨時変更 12：30～13：15
4/19 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん クラブ・デー

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

4/20
（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

4/21
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

4/24
（月）
4/25
（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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クラブ・デー
「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
新入会員スピーチ
会員 大門和彦氏、幡南 進氏
「外見力の磨き方～ビジネスリーダーのための印象管理とは～」
株式会社ﾊﾟｰｿﾅﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 代表取締役 唐澤理恵氏
「春画で笑う」
国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 特任助教 石上阿希氏
「911 の履歴書」
会員 田附剛士氏
「経営者に求められるスピーチ力」
㈱チェンジ・アップ 代表取締役 荒尾千春氏
クラブ・デー
「世界に飛翔たく和食」
たん熊北店 本店 主人 栗栖正博氏
「はるぐま例会」
＊ビジター受付はございません
「なぜ古都京都の森の保護が急がれるのか」
京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 教授 田中和博氏
ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ「自己紹介させていただきます」
会員 山内一正氏
「新年に向けての抱負と方針」
会長エレクト 藤井正大氏
「ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞ・ﾌｧｸﾄ（もうひとつの真実）に抗して」
朝日新聞総局長 久我 誠氏
「第 5 回クラブ協議会 創立 25 周年を終えて」
「世界でいちんばん貧しい大統領 ホセ・ムヒカ～その素顔と、ムヒカさんに教わったこと」
編集者 艸場よしみ氏
「一期一会～フルートの音につつまれて～」
ﾌﾙｰﾄ・ﾋﾟｯｺﾛ奏者 和久井穂波氏
「ラオス文化交流学生スピーチ」
ラオス スマイルエデュケーション MORYANG 氏、ＡＬＩＳＡ氏
「売上を上げるための広告が損害を与える！？（景品表示法）」
平山行政書士事務所 所長 平山智公氏
氏
「市会改革の取組（全国ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙと評価されるまで）」
京都市会議員 寺田一博氏
未定
京都市動物園 副園長
例会臨時変更
＊ビジター受付は平常通り

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

■現・次年度ローターアクト委員長会議

ロータリー財団 計 70,000 円

4/23（日）「からすま京都ホテル」に於いて開催され、
一助に。
ロータリー財団協力会より。

ごくろうさまです。
■米山梅吉記念館

全国一人 100 円募金運動
公益財団法人米山梅吉記念館より、貴館とロータリアン
を結ぶ全国一人 100 円募金運動への協力依頼がござ
いました。記念館の事業資金、運営基礎基盤強化のた
めの財源となります。
上記内容を、4/4（火）の理事会にて審議、承認を頂き
ましたので、寄付分担金として会員様お一人 100 円×
73 名様分 計 7,300 円を募金させて頂きます。宜しくお
願い致します。

ＩＡＣ報告
【職業卓話例会】
日 程：５月１０日（水）
場 所：東山高等学校
集 合：校門前 15：45～、開始 16：00～
内 容：茂山 良暢会員卓話

同好会情報
＊ロータリーほろにが会
5/9（火）18：00～「ウェスティン都ホテル京都」
＊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
4/19（水）21：00～23：00 スタジオ 246 にて
5/11（木）20：30～22：30 スタジオ 246 にて
5/22（月）20：30～22：30 スタジオ 246 にて

ニコニコ箱・特別寄付 ＜4/11＞
ニコニコ箱

計 51,000 円 累計 2,474,000 円

達成率 82.5％
野池雅人様、本日スピーチありがとうございます。
鈴木君、小山君、中村（弘）君、小森君
川勝君、郡君、吉田（武）君、布施君
地区大会のホストクラブ「敦賀ＲＣ」の皆様、ありがとうご
ざいました。
今井君、小山君、清水君
岡武君、寄本君、内藤君
新しい家族（犬）が増えました。
中塚君
誕生日、結婚記念日自祝。
中川君
誕生日自祝。
関根君
48 才自祝!!
山田君
嫁誕生日自祝。
結婚記念日自祝。
山田君、小坂君

米山記念奨学会

累計 1,210,400 円

達成率 80.7％
井上（武）君
松井君、安倍君
茂山君、渡邊（恭）君

計 10,000 円 累計 940,000 円

達成率 62.7％
地区大会、ご参加の皆様大変おつかれさまでした。
清水君
希望の風奨学金

計 0 円 累計 364,000 円

達成率 91％

