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～ 奉 仕 の 心 を 大 切 に ～奉仕を通じてロータリーを楽しもう
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ての親睦とは年代は関係なく最高の仲間を
作ること！親睦を深め、我がクラブが一つ
になるための委員会だと私は思っておりま
す。
一年間至らぬ事ではございましたが、親
睦委員長を務めさせていただき、会長、幹
事に大きな指針を示して頂き、任せてもら

「親睦活動・出席委員会」
親睦活動・出席委員長 川勝裕之
ロータリークラブにとって親睦とは何
か？を考え、一年間親睦活動・出席委員長と
して私なりに努めてまいりました。まだまだ
未熟でご指導やお叱りもいただきましたが、
私にとってこの一年間はすごく実のなる一
年であり、楽しく過ごさせていただきまし
た。こんな私を親睦委員長にご指名いただ
き、渡辺会長には感謝でしかございません。
一年間ありがとうございました。
そして、我が東山ロータリークラブにとっ

い、スムーズに運営することができました。
こうして無事に運営できましたのも、親睦
活動・出席委員の皆さま及びホテルスタッ
フの皆さまのお力と心より感謝申し上げま
す。次年度は 50 周年という節目の年でござ
います。村岡委員長には親睦委員会を楽し
んで一年間頑張っていただきたいです。
ありがとうございました。

-ロータリー親睦活動月間-

本日の例会

クラブ・デー

〔１２：３０〕

開会点鐘
君が代斉唱
ロータリーソング♪ 奉仕の理想
会長挨拶
来客紹介
表彰・奨学金授与
幹事報告
今月のお祝い
閉会点鐘
クラブ・アッセンブリー 次年度予算審議

〔１３：３０〕
〔１４：００〕

本日の会合

６月６日（火）
第 12 回定例理事・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 52（14）名
ビジター 1 名
出席率 82.5％
ゲスト
0名
第 2378 出席率 87.1％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）
次週の例会 ６月１３日（火） 於：東館４Ｆ「鳳凰の間」
-スピーチ「京都水泳界の変遷」
京都踏水会水泳学園 学園長
檀野 晴一様、藤井 透様
（ﾗｲﾄﾗﾝﾁ）
次週の会合 ６月１３日（火）
第 7 回次年度理事・役員会
例会終了後「平安の間」
京都東山 RAC「APRRC 報告例会」
19：30～「八千代」

“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３０１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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今月のお祝い
❁ １００％出席会員表彰
連続２７年間
松井君
連続 ５年間
松下君
❁ 誕生日
杉崎君 １２日
田村君 ２２日
布施君 ２８日
川勝君 ２８日
安倍君 ２８日
❁ 夫人・夫君誕生日
関根君夫君
秀治さん
１６日
竹之内君夫人 尚子さん
２６日
福川君夫君
澤田裕司さん ２９日
❁ 結婚記念日
関根君 ４日
井川君 ６日
中西君 ２６日
寄本君 ２６日

幹事報告
■ ヤレヤレ会ご案内

6 月 20 日（火）の例会開催時間が変更され、例会終了
後、引き続きヤレヤレ会が開催されます。お申し込みは、
本日締切りです。未だの会員様は、ご返事とご参加頂
ける会員様は会費 5000 円を添えて、親睦活動委員ま
たは事務局へお願い致します。
■第

3 回合同幹事会(現・次年度合同)
6/8(木)「京都ホテルオークラ」に於いて開催され、清水
寄本、深海次年度副幹事が出席されます。ごくろうさま
です。
■ IAC

会長幹事研修会 （2017-18 年度）
6/11（日）「福井県繊協ビル」に於いて開催され、岡武
IAC 委員長が出席されます。ごくろうさまです。

■お知らせ

＊京都西山ロータリークラブより
2017 年 7 月 1 日より、名称変更される事となりましたの
でお知らせいたします。
新クラブ名：京都イブニング RC（Kyoto Evening RC)
（旧クラブ名：京都西山 RC）
事務局
〒601－8422 京都市南区西九条針小路町 3 番地
エスポワール田中一番館 306 号室
TEL 075－661-6830 FAX 075－693-3803
E-mail：kyotonishiyama-rc@h8.dion.ne.jp
＊舞鶴ロータリークラブより
事務局移転のお知らせ
新住所（平成 29 年 6 月 8 日(木)より）
〒624-0841 京都府舞鶴市字引土 7 番地の 10
西駅前西矢ビル 1 階
TEL・FAX 0773-76-6111
E メール mai-rc@blue.ocn.ne.jp
※TEL．FAX．E メールに変更はございません。

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」
＊そば会 本日 6/6(火) 18:30～「今長」東山大和大路松原西入

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 新会員スピーチ「訪日外国人マーケットの最新事情について」
6/7 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん クラブ・デー「戦略計画・ロータリー情報部門 第 13 回クラブ・フォーラム」
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京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀
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6/9
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

6/12
（月）
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（火）

東
見
西
竹
京 都 西
京都紫野
京 都 中
京都平安
京都西南
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京都洛南
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森口浩紀氏

未定
「私の職業」
会員 西裏 玲君
入会式
新会員スピーチ
北尾茂人氏、岡橋寛明氏、西基宏氏
休会
＊ビジター受付はございません
クラブ・デー 「テーブルマナー」
京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ料飲課長 ﾚｽﾄﾗﾝｻｰﾋﾞｽ技能士 検定委員 山路信之氏
「退任挨拶」
理事・役員
未定
新会員スピーチ
松井道宣氏、上田 修氏、渡邉善忠氏
「合言葉はレジリエンス！」
ロックフェラー財団 レジリエント・ｼﾃｨ京都市統括監 京都市前副市長 藤田裕之氏
休会
＊ビジター受付は平常通り
「若者と学ぶ「ものづくり」の歴史」
京都美術工芸大学 副学長 京都北 R.C.会員 村上 隆氏
未定
「RYLA 報告」
2016-17 年度 RYLA 受講生 相鉄フレッサイン京都四条烏丸 勤務 浜崎美貴子氏
「RYLA に参加して」
RYLA 受講生㈱しっつ 山田千愛氏
「国民所得を 80 万円増やす経済政策」
京都大学大学院工学研究科教授 京都大学レジリエンヌ研究ユニット長 第 2 次安倍内閣官房参与 藤井 聡氏
京都紫野ロータアクトクラブ 活動報告
理事・役員
「霊木から出現する仏像」
佛教大学歴史学部 教授 安藤佳香氏
クラブ・アッセンブリー「次年度の活動について」
未定
未定
京都府警察本部 本部長 坂井孝行氏
休会
＊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 ＜5/30＞
ニコニコ箱

～５月のスナップ～

計 50,000 円 累計 2,806,000 円

達成率 93.5％
藤井理紗様、本多千紘様、本日の歌、ピアノ演奏ありが
とうございます。
今井君、杉﨑君、井上（武）君、小野君、松井君
渡辺（剛）君、小坂君、関根君、柴田君
小山君、中村（弘）君、小森君、清水君、岡武君
安澤君、吉田（武）君、木村（安）君、村岡君、中塚君
君、布施君、山田君、深海君
小森さん、川勝さん、お世話になりました。
平野君
家内誕生日自祝。
茂山君
ロータリー財団 計 35,000 円

5/9（火）クラブ・デー

累計 1,310,400 円

達成率 87.4％
一助に。
渡辺（剛）君、小山君、安澤君、川勝君、福川君
米山記念奨学会

計 30,000 円 累計 1,174,000 円

達成率 78.3％
福留委員長、最後まで応援しています！
岡武君、松下君
一助に。
希望の風奨学金

計0円

お誕生日・表彰
おめでとうございます。

累計 369,000 円

達成率 92％

５/３０（火）
-音楽例会ソプラノ 藤井 理紗様
ピアノ 本多 千紘様

５/１６（火）スピーチ
京都建築専門学校
特任講師 岩田 有史様

５/２３（火）
クラブ・フォーラム
担当 青少年奉仕委員会委員長
郡 正樹君

