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京都東山ロータリークラブ
会長テーマ

～ 奉 仕 の 心 を 大 切 に ～奉仕を通じてロータリーを楽しもう

MEETING ON TUESDAY 12:30 THE WESTIN MIYAKO KYOTO
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緊急事態宣言を出さないと行けない状況か
もしれません。退会防止も重要な課題です。
最近も長年在籍してこられ、貢献度も高
かった会員が何人も退会されています。先
日或インフォーマルミーティングで、私の
尊敬する先輩会員から「坂田君、それはう
ちが社会奉仕やり過ぎているからやで。」と
いうご意見を頂きました。ビックリしまし
たが、よく考えてみると、社会奉仕に参加
したくても出来ない多くの先輩会員たちが

「ロータリークラブの将来性」
奉仕プロジェクト委員長

坂田

均

ロータリークラブにとって会員増強は重
要な課題です。
2017 年 2 月現在のデータを見
ると、京都市内クラブで 200 名を超えている
のは京都と南、100 名を超えているのは西、
そして、90 名を超えているのは東、伏見、洛
中だけです。わがクラブは 5 月現在で 73 名
です。80 名を下回った頃から、財政的に苦し

疎外感を感じておられるということだと思
います。私は、個人的に、退会防止あって
の会員増強だと考えています。例会に来る
だけで、または同好会に参加するだけで満
足感が残るようなクラブ。
(裏面へ続く)

くなり、毎年度理事会では予算の削減と費用
の捻出が話題になっています。今後会員が増
えないと、これまでの予算が組めないという
事態も予想されます。
-青少年奉仕月間-

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（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
閉会点鐘
〔１３：３０〕
クラブ定款・細則・内規改正のアッセンブリー

前回例会報告
会員数 72（23）名 出席者 44（11）名
ビジター 1 名
出席率 73.3％
ゲスト
1名
第 2376 出席率 96.88％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ５月３０日（火）

於：西館３Ｆ「コスモス」
-音楽例会-『HIGASHIYAMA の春•音楽會』
ソプラノ 藤井 理紗（ﾌｼﾞｲﾘｻ）様
ピアノ 本多 千紘（ﾎﾝﾀﾞﾁﾋﾛ）様
次週の会合 ５月３０日（火）
次年度引継協議会

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
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均
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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

清三
富造
裕之
武雄
俊雄
浩
英治
正樹
明史

””

例会後～西館 2F「比叡の間」

あと３１５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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あの人に会いたいから会員で居続ける。その
様なクラブにならなければならないのでしょ
う。その意味で、やはりロータリークラブは
会員間の親睦と職業奉仕が大事だなと日々自
問しております。
幹事報告
■クラブアッセンブリー

-定 款 ・ 細 則 ・ 内 規 改 正 -の お 知 ら せ
本日は、例会終了後に 2016 年ＲＩ規定審議会決定事
項を受けてのクラブ定款・細則・内規改正のアッセンブ
リーを開催いたします。よろしくお願い致します。

ＲＡＣ報告
【5/14（日）例会】 中西 RAC 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
＊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」
＊野球同好会
練習 6/20（火）12：00-14：00「岡崎グランド」
＊軽音楽同好会 練習
6/6（火）21：00～23：00「スタジオ 246」
6/30（金）20：30～22：30「スタジオ 246」

■ クラブロータリー情報委員長会議

5/27(土)「京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ」に於いて開催され、中村（弘）
次年度ロータリー情報委員長が出席されます。ごくろう
さまです。
■ 次年度引き継ぎ協議会ご案内

次週 5/30（火）例会終了後、現年度から次年度への
申し送りのための引き継ぎ協議会を開催いたします。現
委員長は、引継ぎ事項書と年次報告書、委員会ファイ
ルをご持参頂き、協議会終了後「年次報告書」を事務
局にご提出くださいますようお願い申し上げます。

会員だより
＊横尾 浩志会員
一身上のご都合により、４月末をもって退会されました。
25 年間の在籍中には 2010～11 年度の副会長も務めら
れ、ご活躍されました。誠に残念です。

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「貧困が奪う子どもと社会の未来」
5/24 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

5/25
（木）

京 都 南
京 都 北
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京都 ﾓｰﾆﾝｸﾞ
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京都西山

5/26
（金）

京 都
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京都洛
京都紫

5/29
（月）
5/30
（火）
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京 都 西
京都紫野
京 都 中
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京都洛中
京都洛南
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ニコニコ箱・特別寄付 ＜5/16＞
ニコニコ箱

計 36,000 円 累計 2,713,000 円

達成率 90.4％
岩田有史様、本日スピーチありがとうございます。
吉田（良）君、今井君、杉﨑君、小山君
渡辺（剛）君、小森君、川勝君、安澤君
竹之内君、
、布施君、安倍君
本日はよろしくお願いいたします。
京都東山 RAC 串山琴美様
ウワッハッハッハ、茂山さん、インターアクト卓話、ありが
とうございました。
中塚君、山田君
IAC 茂山良暢さん、素晴しい卓話ありがとうございました。
奥田君
結婚記念日自祝。
植野君、渡邊（恭）君
ロータリー財団

計 5,000 円

累計 1,270,400 円

達成率 84.7％
岩田有史様、本日スピーチありがとうございます。
吉田（武）君
特定非営利活動法人 山科醍醐こどものひろば 理事長 村井琢哉氏
＊ビジター受付はございません

クラブ・デー
例会変更
＊ビジター受付はございません
「猫の夫婦？」
㈱山村美沙ｵﾌｨｽ 取締役 山村 巍氏、SYO ﾓﾃﾞﾙｵﾌｨｽ 代表 山村 祥氏
「女形が語る、歌舞伎の楽しみ方」
歌舞伎の名題役者 片岡嶋之亟氏
「西郷隆盛と京都」
西郷隆盛研究家 原田良子氏
ﾊﾅﾚｲﾍﾞｲ RC 来訪例会
スーパーサーズデー
クラブ・デー 第 9 回クラブ討論会「RLI について」
RI 第 2650 地区 RLI 委員会 委員長 福井南 RC 会員 田中文夫氏
青少年奉仕部門フォーラム
担当委員会：奉仕 P「青少年・国際奉仕」委員会
未定
（有）疋田（店名ﾏﾙｶ）代表取締役社長 京都西 RC 会員 疋田 忠氏
「京都のお菓子」
有限会社鎰良光 代表取締役 高木正勝氏
「ﾐｬﾝﾏｰへの医療協力支援は京都から始まった」
日本ﾐｬﾝﾏｰ医療人育成支援協会 理事長 岡田 茂氏
青少年奉仕クラブ・フォーラム「青少年教育に向けた日々の取組 地域密着球団を目指して～」
日本女子ﾌﾟﾛ野球ﾘｰｸﾞ 京都ﾌﾛｰﾗ ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 萩原麻子氏
「平安貴族社会の実像日記と儀式・政治」
佛教大学歴史学部准教授 佐古愛巳氏
「会員スピーチ」
林一樹氏
「最近の金融経済情勢」
日本銀行京都支店支店長 京都 RC 会員 植木修康氏
「新会員スピーチ」
浮田 徹氏、今須太郎氏
「料理番組ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰが明かす番組の裏側・制作秘話」
㈱ﾀﾞｲｽﾞ 代表取締役 MBS 魔法のﾚｽﾄﾗﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 平井直人氏
クラブ・フォーラム
「最新のﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾄﾚﾝﾄﾞから I₀T＋ｸﾗｳﾄﾞ AI 時代の動向」
（有）清水ﾒﾃﾞｨｱ戦略研究所 代表取締役 清水計宏氏
「鈴虫和尚のみんなが笑顔になる話」
華厳寺 住職 桂 紹寿氏
「理事退任挨拶」

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

米山記念奨学会

計 35,000 円 累計 1,134,000 円

達成率 75.6％
米山ランチ差額寄付
計 44,000 円
あと少し、ご協力お願いします。
渡辺（剛）君
一助に。
井上（武）君、清水君、上村君
希望の風奨学金

計 0 円 累計 364,000 円

達成率 91％

◆5/20（土） お茶会と精進料理の体験会
（国際奉仕委員会）

「大徳寺山内大慈院」に於いて
留学生の皆様に日本文化を体験して頂く
交流会を開催しました。

