2650 地区ガバナースローガン

【「活力と輝き」ロータリーの基本を大切に】
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京都東山ロータリークラブ
会長テーマ「ロータリーらしくを

あたらしく」 例 会 火曜日 12:30～ ｳ ｪ ｽ ﾃ ｨ ﾝ 都 ﾎ ﾃ ﾙ 京 都
姉妹ｸﾗﾌﾞ：新竹ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ（台湾）
、金沢南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
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「会員選考委員会」
会員選考委員長

中村 翠嵐

今では会員の皆様もこの委員会がどのような役割
を果たす委員会なのか、あまり気にも留めない存在
となった委員会の事を少しお話しましょう。
『我クラブ細則には、この委員会は会員から推薦さ
れたすべての者を個人的な面から検討して、その人
格、職業上および社会的地位ならびに一般的な適格
性を徹底的に調査しなければならない』と規定され、
その上で理事会に報告しなければならないとされて
います。
現在はどのような位置付でしょうか？
入会の申し込み、推薦が理事会でなされても通過し
なければならない手続きがあります。その一つに選
考委員会の承認もあります。その承認のために、
‘委
員会に対して来週までに持ち回りで承認してくださ
い’とか、ひどい時には‘明日までに’との話があっ
たと聞いています。
‐

青少年奉仕月間

近年、クラブ細則に添った役割を果たすような委
員会では無くなりました。
伝統ある先輩クラブの中には、重要な位置付けされ
ているクラブもあるようですが、R.I の方針が随分と
変わったからだと思います。増強、増強の一点張。
ロータリアンが、誇りとしてきたテリトリー内に於
ての職業分類の独占、それに伴う責任と自覚、他人
を思い遺る、奉仕の理念の自己確立等々、何か置き
忘れながら進んでいるようで残念です。
この委員会は入会前の一つの通過機関となって
しまったようですが、せめて入会前には御本人と顔
を合わせる機会をつくり、推薦者同席のもとに、我
クラブの会員として一緒に行動できるように接触
する、入会前の最初の委員会でありたいと思いま
す。
今年度は残念ながらコロナ禍の為か委員会を開
催する機会はありませんでしたが、来年度は創立五
十五周年にあたります。一人でも多くの会員を迎え
ての記念式典を行いたいものです。

‐
【本日の会合】

【本日の例会】米山ランチ
開会点鐘

12:00～：第１回臨時指名委員会
〔12：30〕

於：千草②

例会後：引継ぎ協議会・次年度委員長会議
於：葵殿

ロータリーソング♪ 奉仕の理想
会長挨拶

【前回例会報告】
会員数 60(13)名 ビジター ０名
出席者 43( 8)名 ゲスト ０名
( )は出席率除外会員
出席率 ― ％
第 255６出席率 78.18％（休会者を抜いた為）

来客紹介
幹事報告

「

会員増強フォーラム 」
会員増強委員長
次年度会員増強委員長

閉会点鐘

【次回例会】５月 31 日(火) 出欠変更は事務局迄
〈2558〉17:30～20:30
於：瑞穂の間

岡武 和暁君
川勝 裕之君

「

〔 13 ： 30 〕

夜間例会

」

【次回会合】
会合の予定はございません。

２０２１－２２年度
国際ロータリー会長
第 2650 地区ガバナー
馬場 益弘
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

会長(理事・役員) · 布施 栄一
会長エレクト
吉田 武雄
· · 本田 修造
副会長・広報(理事・役員) · 福留 幸一
幹事
· · ・・中村 吉晴
クラブ管理
· · 平野 俊雄
· · 竹之内米貴
ｸﾗﾌﾞ戦略策定
坂田 均

·
松井 信五
無任所（理事）
小森 直之
社会奉仕(理事) ·
青山 真由美
国際奉仕(理事)
山田 幸一郎
(理事) ・・・・・・安倍 秀風
５５周年実行委員会

SAA（役員）・・・・・・茂山忠三郎
会計（役員）

・・・・・・中川 公孝

副 幹 事
副 幹 事
副 幹 事
副 幹 事
副Ｓ.Ａ.Ａ. ·
副Ｓ.Ａ.Ａ. ·
副Ｓ.Ａ.Ａ. ·

· ·
内藤 葉子
・・・・大倉 英士
・・・・江向耕一郎
·
・・髙橋 一也
·
・・清水 泰博
·
・・渡邊 恭章
· · ・・道端 悠馬

副会計 · ·

・・・村岡 正浩

事務局：〒605-0052 東山区粟田口華頂町 1 ウェスティン都ﾎﾃﾙ京都７Ｆ TEL.(075)762-5630 FAX.(075)752-3309 Mail. info@higashiyamarc.com

―

幹事報告

―

・本日は「引継ぎ協議会」
本日例会後、
「引継ぎ協議会」を行います。各委員

ゴルフ同好会
◆金沢南ＲＣ・京都東山ＲＣ懇親ゴルフコンペ

Ｉ

Ｎ名神八日市カントリー倶楽部／2022.5.19(木)◆
当日は、晴天で夏日の大変暑い中、ご参加頂きあ

長はご出席ください。

りがとうございます！！！

・次回例会は「夜間例会」

コロナ頃の為、約２年ぶりに姉妹クラブの金沢南Ｒ

次週 24 日(火)は、
「夜間例会」となっております。
会場は西館

４F 瑞穂の間、開始時間は 17；30～と

Ｃメンバー１０名、京都東山ＲＣメンバー１１名の
計２１名にて個人戦・団体戦を行いました！！！

なっております。お間違えの無いよう、どうぞよろ

金沢南ＲＣメンバーさんと和気藹々と楽しいプレ

しくお願いいたします。

イができました！！！

・出欠アプリ【登録メールアドレス】について

個人戦の優勝者は、福留会員！！！おめでとうござ

先般よりご案内しております、出欠アプリにつき

います！！！

まして例会だけでなく、各委員会開催の際、該当者

団体戦は、金沢南ＲＣ様が優勝されました！！！次

等へのご案内をメールにてお送りできるよう調整

回の金沢南ＲＣ懇親コンペは、京都東山ＲＣがリベ

しております。つきましては、再度皆様のメールア

ンジして優勝したいと思います！！！

ドレスを確認いたします。

懇親会も大変盛り上がり、是非、次回も企画してほ

どうぞよろしくお願いいたします。

しいと多くの声がありましたので、また金沢南ＲＣ

・京都市内

様の懇親ゴルフコンペを企画したいと思いますの

記念例会について

去る５月 20 日(金)、京都紫竹ＲＣ例会が行われ、

でその時は、是非、参加をお願い致します。

布施会長、中村幹事が出席されました。また来る 30
日(月)京都平安ＲＣ例会に布施会長、中村幹事が出

★金沢南ＲＣ・京都東山ＲＣ懇親ゴルフコンペの個

席されます。

人戦優勝者：福留会員★おめでとうございま

・公共イメージ担当者会議について

す！！！

５月 28 日(土)公共イメージ担当者会議が ZOOM

２位：祖泉会員（金沢南ＲＣ）、３位：奥田会員（金

にて開催され、竹之内次年度幹事が出席されます。

沢南ＲＣ）
、４位：山森会員（金沢南ＲＣ）
、５位：

・新入会員候補者

坂田会員（京都東山ＲＣ ）おめでとうございま

公示ついて

この度、新入会員候補者２名 5 月１７日(火)会員

す！！！

選考委員会から賛成のご報告を受け、臨時理事会に

★金沢南ＲＣ・京都東山ＲＣ懇親ゴルフコンペの団

て承認されました。クラブ細則第１２条の規定によ

体戦優勝：金沢南ＲＣ様 ★おめでとうございま

り、被推薦者の氏名等を郵送にてお送りしておりま

す！！！

す。異議の申し立てがあれば、5 月３１日(火)までに
書面にて理事会にご提出ください。

・本日は「次年度委員長会議」
本日例会後、現年度各委員会からの「引継ぎ」を
受けたのち、次年度各委員会の活動計画について報
告いただきます。６月 14 日「クラブ協議会」へ向け
ての準備ともなりますのでしっかりと協議いただ

【第８回京都東山ＲＣゴルフコンペ】

きます。長時間となりますが、どうぞよろしくお願

■開催日： 令和４年６月２１日（火）※雨天決行

いいたします。

■開催場所：東城陽ゴルフ倶楽部

京都府城陽市寺

田奥山 1-48＜0774-52-1161＞

同

好

■集合時間：８時００分

会

■スタート時間（ＩＮ）
：８時２６分～

☆野球同好会
次回練習試合予定
６月４日（土）１２：００～１４：００
VS

京都伏見 RC（岡崎グラウンド）

５組（計２

０名）予定
■参加費：３，０００円
■表彰式：６月２１日（火）ヤレヤレ例会にて開催
予定

【ニコニコ箱・特別寄付】
ニコニコ箱

( 参 照 ： https://www.visitleuven.be/en/great-

5/1７

beguinage)

88％
計22.000円

累計

1.942.000円

・ガバナーより、米寿のお祝いをいただきありがとうござい
ました。

鈴木君

(教授の方々やお医者の短期住宅で、私もベルギー
にて住宅を探しているときに Erwin さんにここを
おすすめされました)。

・「クラブ戦略策定フォーラム」坂田委員長、本日はごくろ
例会は 20 時から始まりました。

う様です。
小山君、稲本君、𠮷田君、岡武君、川勝君、布施君
竹之内君、澤田君
・暦の上では、はや立夏となり、心なしか日差しも明るさを
増してきました。

江向君

有り難いことにウェルカムドリンクと食事も提供
していただきました。
全て Flemish (オランダ語)にて行われましたが、
Erwin さんが通訳をしてくださりました。
男性の方がほとんどで、20 人ほど今回は参加され

・結婚記念日自祝。
小森君、中村(翠)君、澤田君、渡邊君、村田君
藤居君、江向君、川勝君、村岡君

ていらっしゃいましたが 3~4 人ほどが女性という
比率でした。
今回参加させていただいた例会は、まず初めに

クラブニコニコ

これらからの例会をどこで行うかの話し合い(値

68％
計

16,000円

累計

437.000円

・「クラブ戦略策定フォーラム」坂田委員長、本日はごくろ
う様です。

稲本君、小坂君、井川君、布施君

・本日のクラブ戦略のフォーラムよろしくお願いいたしま
す。

坂田君

・甲子園楽しかった！池田会員、岩田さん応援ありがとう
ございました。

村岡君、寄本君

・甲子園球場での試合、とてもよかったです。来年もガン
バレ！

池田君

段が倍以上上がるそうでそのため新しい開催場所
の検討)から始まりました。
次に新しくルーヴァン RC に入会された方々の自
己紹介でした。ルーヴァン RC には弁護士の方が
たくさんいらっしゃるそうです。私も僭越ながら
自己紹介させていただきました。
最後は、ルーヴァン RC のメンバーの方によるプ
レゼンテーションでした。内容は、デジタル化の発
展と住宅購入の際のデジタル契約とそのメリッ
ト・デメリットでした。

ロータリー財団

ルーヴァン RC では毎週違った方がプレゼンした

59％
計0円

累計 767,660円

りするそうです。
終わった後は、写真の私と映っている女性の方
Ariane Bird-Goen さん(特許弁護士)が話しかけてく

米山記念奨学金 58％
計0円

累計

757,000円

ださり、私の将来の展望や現在の研究テーマなど
を熱心に耳を傾けてくださいました。

希望の風

別の写真に写っている真ん中の男性の方が Erwin

29％
計

0円

累計

57,000円

さんで、
左の男性の方はルーヴァン RC 会長の Erik
Vanderlinden さんです。

【グローバル補助金奨学生

報告
竹内絢子】

この日は残念ながらCarlさんはご都合の上、お会
いできませんでしたが、Erwinさんが温かく迎え入れ
てくださいました。Erwinさんが他のRCの方々にも紹
介してくださいました。
例会が開催された場所は、
ルーヴァン大学の所有する
Faculty Clubというところ
でした。同じ敷地には、
ユネスコに登録されている
歴史的建造物とお庭がある
そうです。

皆さん、優しく温かく迎え入れてくださりました。
また再びお邪魔させていただくかもしれません
が、またその時はご報告させていただきます。

「クラブ戦略策定フォーラム」を開催。
当日は、坂田クラブ戦略策定委員長より今後のクラブの在
り方についてなどのお話がありました。

確認しました。
京都ホテルオークラ

「『職業倫理』と職業奉仕」一級建築士事務所 坂本克也建築事務所 RI地区パストガバナー 坂本 克也氏

ビジター受付あり

京都西北

翠嵐ラグジュアリーH

「京都嵯峨野ロータリークラブとの合同例会」例会場変更：ANAクラウンプラザホテル

ビジター受付なし

京都北東

グランドプリンスH

『未定』会員 松井 紀利君

ビジター受付なし

京都嵯峨野 ANAクラウンプラザH

「京都西北RCとの合同例会」

ビジター受付なし

京都朱雀

リーガロイヤルH

「未定」岩見 美香先生

ビジター受付なし

京都南 ※

ホテルグランヴィア

新会員スピーチ「自己紹介」藤井 和広会員、内海 明生会員

京 都 北

ブライトンH

「ソプラノ歌手で僧侶の私」(仮)明覺寺 前住職・ソプラノ歌手 柱本 めぐみさん

京都洛北

京都ホテルオークラ

「ニューノーマル社会へ対応する人材の育成について」㈱ACC代表取締役社長 中屋 健二氏

京都洛東

ウェスティン都H

スーパーサーズデー

ビジター受付なし

京都桂川

サウザンドキョウト

クラブデー「未定」RI第2650地区RLI委員会 委員 田中 文夫様

ビジター受付なし

京

５/２５
（水）

５/２６
（木）

５/２７
（金）

５/３０
（月）

５/31
（火）

都

ビジター
受付のみ
ビジター受付なし
ビジター
受付のみ

京都モーニング◎京都ホテルオークラ

ビジター受付なし

京都さくら★ANAクラウンプラザH

ビジター受付のみ

京都イヴニング☆Hグランヴィア

「週報今昔」会員 伊東 一壽君

京 都 東

ウェスティン都H

「夜の例会」例会日時・場所変更１８：００～

京都伏見

Hグランヴィア

「情報集会報告例会」

ビジター受付なし

京都洛西

ホテルオークラ京都

「新会員スピーチ」会員 山本 昭郎君

ビジター受付なし

京都紫竹

ブライトンH

京都西

リーガロイヤルH

「J1への心意気」(株)パープルサンガ代表取締役社長 伊藤 雅章氏

ビジター受付なし

京都紫野

ブライトンH

「子どもの可能性は夢限大！私たちの想いと使命」一般社団法人スポーツの学校 校長 背尾 匡徳様

ビジター受付なし

京都中

ホテルオークラ京都

ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付なし
ビジター受付なし

美濃吉本店「竹茂楼」

ビジター受付なし

「私とテレビ」NHK京都放送局リポーター 平田 惟様

ビジター受付なし

京都平安★ 京都ガーデンパレス

創立２０周年記念例会及び祝宴

ビジター受付なし

京都西南

日航プリンスH

「日本人にとっての鳥…山階鳥研んの資料から」公益財団法人 山階鳥類研究所所長、関西学院名誉教授 奥野 卓司氏

ビジター受付なし

京都洛中

ホテルオークラ京都

京都洛南

リーガロイヤルH

ビジター
受付有、例会参加なし

「伏見城の歴史」京都府立京都学・歴彩館 資料課 若林 正博様

ビジター受付なし
例会開始時刻◎８:００ ※１２：１５ ☆１８：００ ★１８：３０

