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『クラブに「個性」と「憧れ」を！』
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THE WESTIN MIYAKO KYOTO

Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan
Kanazawaminami

２０１６年５月３１日
第２３３４回例会 WEEKLY BULLETIN
ｒ

４５－４２

ーズに企画運営できました。また委員の皆様の
親睦活動・出席委員長 山本眞也

提案を実現するように努めて参りましたが、こう

青葉の侯、皆様にはますますご清栄のことと

して無事運営できましたのも、委員及びホテル

お慶び申し上げます。さて今年度も残り少なく

スタッフの皆様のお力と心より感謝申し上げま

なってまいりましたが、ヤレヤレ例会を６月１４日

す。岡武幹事には、押し付けられた人選の委員

（火）の 17：30～ウェスティン都ホテル 西館 4F

長で、誠にご迷惑お掛けしました。すみません

「瑞穂の間」で開催致します。ご多用中と存じま

でした。今年度、ありがとうございました。

すが、現年度の締め括りとなりますので、是非ご

次年度、川勝委員長がんばって下さい。

参加賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
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頂きました。会長、幹事に
は大きな指針を示して頂き、任せてもらい、スム

-青少年奉仕月間-

前回例会報告

本日の例会 ライトランチ
開会点鐘
〔１２：３０〕
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‐
「ヨットレース」
㈱不二家商事 代表取締役
京都西 R.C.会員 馬場 益弘 様
閉会点鐘
〔１３：３０〕
クラブ・アッセンブリー ～次年度予算案審議～
〔１４：００〕
２０１５－１６年度
国際ロータリー会長
K.R.ラビンドラン
第 2650 地区ガバナー
中澤忠嗣

会長(理事) ·········· 岩橋
会長エレクト(理事) ·· 渡辺
直前会長(理事) ····· 小野
副会長(理事) ······· 戸田
幹事(理事) ·········· 岡武
クラブ管理(理事) ···· 木村
(理事) ··· 薮下
広報(理事) ·········· 岸
会員増強(理事) ····· 坂田

忠昭
剛士
富造
義高
和暁
安輝
清三
弘祐
均

会員数 75（28）名 出席者 51（14）名
ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 83.6％
ゲスト 17 名
第 2330 出席率 94.20％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ６月７日（火）

於：東館４Ｆ「葵殿」

‐クラブ・デー‐

次週の会合
第 2 回ﾛｰﾀﾘｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
第 12 回定例理事・役員会

11：00～「平安の間」
例会終了後「平安の間」

第 7 回次年度理事・役員会

18：00～「田ごと」本店

ﾛｰﾀﾘｰ財団(役員) ···· 清水 泰博
ﾛｰﾀﾘｰ情報(役員) ···· 稲本 初弥
(役員) ·· 山本 眞也
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 中島 陽子
職業奉仕(役員) ····· 吉田 武雄
社会奉仕(役員) ····· 郡 正樹
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治
青少年奉仕(役員) ·· 竹之内米貴
会計(役員) ··········
淳二

副幹事 ········· 中村 翠嵐
副幹事 ········· 佐々木虚室
副幹事 ········· 村岡 正浩
副幹事 ········· 布施 栄一
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 小山 信一
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 関根 淳子
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 中村
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 福川 敦子
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 谷口 浩三

副会計 ········· 松下 明史
･･松井 信五
················· 中村 翠嵐

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 6Ｆ TEL.(075)762-5630 FAX.(075)752-3309 Mail. info@higashiyamarc.com

幹事報告

■ 次年度予算案審議

■ ご夫人同伴例会参加のお礼

本日例会終了後、次年度予算案審議のクラブ・アッセ
ンブリーを開催します。引き続きご出席よろしくお願い
致します。

先週のご夫人同伴例会には多数のご夫人方にご参加
頂きまして、ありがとうございました。また時間の都合上、
例会の場でご紹介できませんでしたこと、お詫び申し
上げます。なお、ご参加頂いたご夫人をご紹介させて
頂きます。
1. 今井 武男会員ご夫人 今井桂子様
2. 井上 武雄会員ご夫人

井上佳子様

3. 小森 直之会員ご夫人

小森睦美様

4. 小山 信一会員ご夫人

小山久子様

5. 松下 明史会員ご夫人

松下啓子様

6. 岡武 和暁会員ご夫人

岡武直美様

7. 奥田 歓信会員ご夫人

奥田トキ様

8. 谷川 博造会員ご夫人

谷川久子様

9. 山田幸一郎会員ご夫人

山田麻紀子様

10.山中 鍈一会員ご夫人

山中登美子様

11.吉田 良武会員ご夫人

吉田明子様

誠にありがとうございました。

■ 2016-17

年度クラブ広報委員長会議
6/4(日)13：30～「京都ホテルオークラ」に於いて開催さ
れ、木村（安）次年度広報委員長が出席されます。ごく
ろうさまです。
■ 紫野ロータリークラブ創立

40 周年記念例会・祝宴
6/4（日）15：30～「京都ブライトンホテル」に於いて開催さ
れ岩橋会長、岡武幹事が出席されます。ごくろうさまで
す。
■リレーフォーライフ例会ご報告とお礼

（京都東山ＲＡＣより）
５月２１日（土）～２２日（日）に開催された「京都東山ロ
ーターアクトクラブ リレーフォーライフ例会」にて、京
都東山ロータリークラブ様にご協力頂きました「募金
138,250 円」を大会本部に寄附させて頂きましたので、
ご報告致します。京都東山ロータリークラブの皆様に
改めて感謝申し上げます。誠にありがとうございまし
た。
■ 現年度各委員長様へ

■ 横須賀西ロータリークラブとの懇談会お礼

5/27（金）「南禅寺八千代」に於いて開催され、多数の
皆様にご参加頂きました。ありがとうございました。

先日は引き継ぎ協議会へのご出席誠にありがとうご
ざいました。「年次報告書」の原稿につきまして、未提
出の委員長様へ再度ご提出のお願い文書をポスト入
れしております。誠に恐れ入りますが締切日 6 月 7 日
（火）までに必ずご提出ください。早期報告書発行の
為、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

■ ソウル国際大会お礼

5 月 28 日（木）～韓国ソウルに於いて開催され、小森
会長ノミニー、安澤国際奉仕委員長、山田会員、ご参
加ありがとうございました。

■ 次年度各委員長様へ

本日、公式訪問報告書原稿（活動計画）提出の再度
お願い文書をポスト入れしております。誠に恐れ入りま

都 京都Ｈｵｰｸﾗ -新会員スピーチ-「自己紹介」
6/1 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「RYLA に参加して」
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大谷裕巳氏
2015-16 年度 RYLA 受講生 株式会社パックスサワダ 森口隆之氏
受講生 学校法人瓜生山学園 幅上莉子氏

「2015-16 年度 RYLA に参加して」
「クラブ・デー」
例会休会
＊ビジター受付は平常通り
「野球四方山話」
桧山進次郎氏
「歴史災害に学ぶ、これから防災」
東北大学 災害科学国際研究所 人間・社会対応研究部門 災害文化研究分野 准教授 蝦名裕一氏
「ハナレイベイ RC 来訪」
「未定」
「交換学生をホストするにあたって」
RI 第 2650 地区青少年交換委員長 長浜 RC 会員 柴田正明氏
フリーﾄｰｸ例会
「第 3 回創立キーメンスピーチ」
名誉会員伊藤義浩氏、名誉会員山中祥弘氏、会員 岩佐孝雄氏
「IM に向かって」
IM 実行委員長 伊東一壽氏
「感謝」
会員 道端 進氏
～演奏会～
京都市立芸術大学音楽部 学生
「ソウル国際大会報告」
会長 小山正博氏、他参加者
「ライラ参加報告」
RYLA 参加者 ㈱京繊 小野耕司氏 青少年委員長 藤村和正氏
「石田梅岩と奉仕の精神」
大和商業研究所代表 一般社団法人心学明誠舎専務理事 清水正博氏
創立 40 周年記念例会並びに祝宴のため例会日時変更 振替休会
＊ビジター受付はございません
-新入会員スピーチ「自己紹介」西川治彦氏、「再入会」肥田自豊氏
「りん（P）の話」
㈱サンユー 代表取締役社長 酒井英明氏
「『アイタタタッ』から 5 年後には『ルンルンに♪』」
柔道整復師、鍼灸師、西川智之氏
「京の暮らしとお菓子」
株式会社末富 代表取締役社長 山口富蔵氏
『理事退任挨拶Ⅰ』
各担当理事

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

すが締切日 6 月 28 日（火）までに必ず事務局へご提
出ください。ご協力のほど何卒よろしくお願い致しま
す。
※なお、現年度「年次報告書」原稿、次年度「活動計
画」につきましては、事務作業省力化のため、データ
での入稿にご協力頂ければ幸いです。書式（Ｗｏｒｄ）
ご入り用の際は、事務局までお申し付け下さい。

ＲＡＣ報告
【5/21（土）-22（日）リレーフォーライフ例会】
岡武幹事、岸会員が出席されました。ごくろうさまでし
た。

希望の風奨学金

計 35,000 円 累計 599,000 円

達成率 78％
福川さん、おめでとうござます。川勝君、岸君、村田君
希望の風、自祝。
山中君

６月 の プ ロ グ ラ ム
６月 ７日（火） クラブ・デー

ＩＡＣ報告
【5/28（土）IAC 第 11 回例会】
「東山高等学校」に於いて開催され、中村
IAC 委
員長、木村（安）IAC 副委員長、奥田 IAC 委員が出席
されました。ごくろうさまでした。

同好会情報
・野球同好会
練習 5/31（火）14：00～16：00「岡崎グランド」
6/28（火）12：00～16：00「岡崎グランド」
・ゴルフ同好会
洛東ロータリークラブとの合同コンペ
6/8(水) 7：30 集合 「滋賀カントリークラブ」
・ロータリーほろにが会 6/14（火）18：00～
「ウェスティン都ホテル京都 東館 2F 山城の間」

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜5/24＞
ロータリー財団

計 20,000 円 累計 1,191,800 円

達成率 77.4％
円
山中君
山田君

ｸﾗﾌﾞ累計 1,486,640

家内と出席して。
一助に。

米山記念奨学会

一助に。

ニコニコ箱

計 10,000 円 累計 871,000 円

達成率 72％
ｸﾗﾌﾞ累計 1,002,000 円
渡辺君
計 48,000 円 累計 3,024,000 円

達成率 100.8％
笑福亭鶴二様、本日は落語ありがとうございます。
岩橋君、谷川君、山中君、渡辺君、小山君
中村（翠）君、辻君
‘RYLA’にご参加の竹之内会員、岡武会員、ごくろうさ
までした。 今井君、杉﨑君、鈴木君、小森君、小山君
ゲストの皆様、ありがとうございます。
坂田君
福川さん、結婚おめでとうございます。
平野君、吉田（武）君、竹之内君
、関根君、小山君、布施君
深海君、井上（正）君、寄本君
松井さん、先日はありがとうございました。
小坂君

６月１４日（火） ヤレヤレ例会
例会時間臨時変更 17：30～
ウェスティン都ホテル京都
６月２１日（火） －最終例会－
「退任挨拶」
会 長 岩橋 忠昭君
副会長 戸田 義高君
幹 事 岡武 和暁君
６月２８日（火）休 会

