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青少年奉仕活動に参加して一番感じた事
は、そこから何かを得る事とともに、新世

「青少年奉仕活動について」
青少年奉仕委員長

郡

代、30 歳までの若い人、全てを含む新世代
の育成を支援する言わば、自分の経験であ
ったり知識を与える立場に立って物事を判
断する状況に変わったと実感する瞬間でも
ありました。それによって、5 月に RYLA の
カウンセラーとして参加することは、ある
意味、今までは生徒の立場だったのが、先
生の立場になってしまったのだという気が
致します。与えられる立場から与える立場
に立ち、青少年の育成を支援するといった
重要な役割を与えられ、果たしてまだまだ
未熟な自分に務まるのだろうかと自問自答
しておりますが、

正樹

今年度は、これまでの活動報告として祇園
祭ごみゼロ大作戦のボランティアスタッフ
参加を皮切りに青少年奉仕委員長会議への
参加(2 回)、青少年奉仕活動の一環としての
希望の風基金の委員長を務める活動をして
参りました。ローターアクト委員会、インタ
ーアクト委員会との活動計画の推進を見守
り、ほう助する目的とともに出来るだけ事業
に参加しておりますが、まだまだ細かい所ま
で気が回らず活動の詳細まで理解出来ない
現状です。

(裏面へ続く)

-青少年奉仕月間-

本日の例会

米山ランチ

〔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 －
「進化の隣人との共生を目指して」
京都建築専門学校 特任講師 岩田 有史 様
閉会点鐘
〔１３：３０〕

本日の会合

５月１６日（火）
第６回次年度理事・役員会
例会終了後「平安の間」
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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

前回例会報告
会員数 72（23）名 出席者 50（13）名
出席率 80.6％
第 2375 出席率 88.89％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ５月２３日（火）

於：東館４Ｆ「葵殿」
クラブ・フォーラム（青少年奉仕委員会）
担当 青少年奉仕委員会委員長 郡 正樹 君
クラブ定款・細則・内規改正のアッセンブリー
（ライトランチ）

“未来に繋がる
“未来に繋がる
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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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あと３２２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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やはり活動に、まず参加すべしという観点か
ら、迷い、戸惑いながらもローターアクトク
ラブの例会に積極的に出席し、RYLA 受講生
(ローターアクトクラブから 2 名参加予定)と
事前にしっかりと打ち合わせをしつつ、来た
るべき福井市で開催の RYLA 受講に備えたい
と考えています。
東山ロータリークラブに入会してから 7 年
目を迎えますが、この経験や知識を青少年育
成に注ぐ事が出来るように、またそこから自
身もしっかり学ぶことができるように残り２
ヶ月しっかり活動したいと思います。

■米山ランチ

本日は米山ランチを実施致します。会員諸兄姉、ビジ
ター各位のご協力をお願い致します。
■ ロータリー財団

100 周年記念シンポジウムと集い
5/17（水）「京都ホテルオークラ」に於いて開催され、
渡辺会長、小森会長エレクトが出席されます。ごくろうさ
まです。
■ 2016-17

年度京都市内 24RC 連絡協議会 第 3 回
会長・幹事会（現・次年度合同）
5/19（金）「ANA クラウンプラザホテル京都」に於いて開
催され、渡辺会長、小森会長エレクト、清水幹事、中塚
次年度幹事が出席されます。ごくろうさまです。

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 新会員スピーチ
5/17 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「植物のはなし」

/23
5/18
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ＲＩ第２６５０地区 2016-17 年度ＲＹＬＡが、5/19（金）
-21(日)「福井アカデミアホテル・学校法人金井学園」に
於いて開催され、郡青少年奉仕委員長が参加、RAC よ
り亀井敦史君、北野勇樹君が受講されます。ごくろうさ
まです。

ＩＡＣ報告
【5/10（水）職業卓話例会】
「東山高校」に於いて開催されました。
内容は、茂山会員による職業卓話でした。
渡辺会長、岡武 IAC 委員長、山田 IAC 次年度委員長、
奥田 IAC 委員が参加されました。ごくろうさまでした。

同好会情報
＊ロータリーほろにが会
6/13（火）18：00～「リーガロイヤルホテル京都」
＊ゴルフ同好会
6/7（水）洛東 RC 東山 RC 合同ゴルフコンペ
「日清都カントリークラブ」

幹事報告

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

■ＲＹＬＡ
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ニコニコ箱・特別寄付 ＜5/9＞
ニ コ ニ コ 箱 計 100,000 円 累計 2,677,000 円
達成率 89.2％
茂山良暢様、安倍秀風様、若き伝統芸能の旗手に乾
杯！！
京都伏見ロータリークラブ 杭迫柏樹様
新米山奨学生、金 海元さん、本日はようこそいらっし
ゃいました。1 年間頑張って下さい。
吉田（良）君、小山君、安澤君、岡武君、井川君
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。 横井君
川中さん、瑞宝双光章受賞おめでとうございます。
中村（翠）君、中村（弘）君、戸田君、柴田君、小山君
小林君、佐貫君、渡辺（剛）君、木村（安）君
、松下君
上村君、布施君、寄本君
「女性活躍推進による経営効果」 平原美則氏、「日経新聞「私の履歴書」の裏側」 金丸泰輔氏
会員 池内善一氏
衆議院議員 前原誠司氏
京都市都市計画局歩くまち京都推進室企画課長 大岸將志氏
一社 京都府計量協会 副理事長 吉川 勲氏
（社）メキキの会会長、（社）志教育プロジェクト理事長 出口 光氏
＊ビジター受付はございません

「ALL for ALL」
「歩くまち・京都の推進ＰＡＲＴ2」
「計量の歴史と京都」
「大和心と大和魂」
例会時間変更
クラブ・デー
「近代京都の原点・琵琶湖疏水‐北垣国道と田辺朔郎‐」
英語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ観光ｶﾞｲﾄﾞ 田辺謙三氏
-会員スピーチ上山泰弘氏、王 杲氏
「僧医外来へようこそ～1 年を永く過ごす方法」 光明院住職・田中医院院長 田中善紹氏
「日本さくらロータリー会」出席報告
例会変更
＊ビジター受付は平常通り
クラブ創立記念スピーチ「クラブ創立記念日に因んで」
会員 木下 收氏
新会員スピーチ
四方田秀喜氏、光井芳喜氏
「ローターアクトの目指すべき未来について」
地区ＲＡＣ代表 宮内 翼氏
「会員スピーチ」
会員 坂 栄二氏
「ﾕﾈｽｺ無形文化遺産 和食の秘密」
京都料理芽生会会長 田村圭吾氏
「私にとって職業奉仕とは」
山口琢也氏
「ワーキング・イン・ジャパン一元台湾留学生のキャリア選択」（仮）
滋賀大学経済学部准教授 陳 韻如氏
「アメリカ、日本の金融情勢について」
みずほ証券投資情報部テクニカルｱﾅﾘｽﾄ 中村克彦氏
未定
「未定」
スペシャルオリンピックス日本・京都 常務理事 事務局 平安キャノン事務機㈱代表取締役社長 京都ＲＣ会員 大本和秀氏
「世界に誇る日本の技と匠を未来に繋ぐ」
きもの研究家 一般社団法人京都和粋美会 代表理事 三宅てる乃氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

井川さん、米山カウンセラーがんばって下さい。中塚君
出席表彰自祝。
西村君
誕生日自祝。
結婚記念日自祝。
中村（翠）君、川勝君、村田君
村岡君、小森君、福川君
夫人誕生日自祝。
中村（翠）君、坂田君、福留君、布施君

ロータリー財団 計 25,000 円

累計 1,265,400 円

83 才のお誕生日自祝。
川中さん、お世話になりました。
一助に。

達成率 84.4％
今井君
福留君
布施君

米山記念奨学会

計 60,000 円 累計 1,055,000 円

達成率 70.3％
新米山奨学生キムヘウオンさんをよろしくお願い致しま
す。
井川君
小森さん、大変お世話になりました。
福留君
ガン消えました。
奥田君
83 才自祝。
今井君
自祝。
川中君
出席表彰を受けて。
小野君
一助に。
布施君
希望の風奨学金

計 0 円 累計 364,000 円

達成率 91％

