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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
Sister Club：Hsin-Chu,Taiwan＆Kanazawaminami
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リレーフォーライフに関しては昨年度より京都
支部の実行委員をしていますが他クラブの方に
メーキャップとして来ていただくことが少なく活動
としても小規模でした。今年度はリレーフォーラ
イフについて一から学び直し実行委員としてさら
に成長することで他クラブの方にたくさん来てい
ただけるように活動します。その他の事業に関し
ても事業目的・目標を明確化し活動する中で自
らの成長、クラブ員の成長としていきます。

京都東山ローターアクトクラブ 会長挨拶」

今年度、会長・国際奉仕委員長を拝命しまし
た室岡大介(むろおか だいすけ)と申します。
今年度の京都東山ローターアクトクラブのクラ
ブテーマを「楽しく真剣に」としました。目的・目
標を遂行する為には全力で楽しみ活動する事、
そして真剣に活動するからこそみえるものがある
と思いこのクラブテーマとしました。

当クラブは７人のスタートとなりますが、社会奉
仕などのアクト活動を行う事でクラブ内での親睦
を深め会員増強をしていき、さらに提唱いただ
いている京都東山ロータリークラブの方々に頑
張っていると思っていただけるように努めて参り
ます。

当クラブの事業としましては社会奉仕事業の
院内学級と国際奉仕事業のリレーフォーライフ
を継続事業として活動しています。現在、４つの
病院で院内学級の活動をしていますが今後は
活動規模を広げさらに意義ある活動にします。

前回例会報告

本日の例会 納涼家族例会
開会点鐘
ロータリーソング♪ それでこそロータリー
会長挨拶
RAC 会長挨拶
来客紹介
幹事報告
RAC 幹事報告
閉会点鐘
懇親会

〔１１：００〕

会員数 77（26）名 出席者 59（17）名
ビジター 0 名
出席率 86.76％
ゲスト
1名
第 2337 出席率 98.53％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）
*7 月 26 日（火）は休会です。ご注意ください。

次週の例会 ８月２日（火））於：東館 4Ｆ「葵殿」
クラブ・デー

次週の会合

８月２日（火）

第 2 回定例理事・役員会

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(理事) ······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

剛士
直之
忠昭
弘吉
泰博
信五
均
安輝
修造

ﾛｰﾀﾘｰ財団(役員) ····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

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

例会終了後「平安の間」

･･松井 信五
·················中村 翠嵐
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幹事報告

ニコニコ箱・特別寄付 ＜7/19＞

■ 『納涼家族会』

ニコニコ箱

本日は納涼家族会です。
楽しいひと時をお過ごしください。川勝委員長、中川副
委員長はじめ親睦委員会の皆さま、お世話になりありが
とうございます。

達成率 8.83％
委員長の皆様、ご就任ご苦労様です。
今井君、竹本君、山本君、上村君、布施君
松井会員、安澤会員、小野会員、本日の就任あいさつ
ご苦労様です。
小森君、小山君、中村（弘）君、柴田君、渡辺君
鈴木君、吉田（武）君、郡君、中塚君、中村（吉）君
谷川先輩大変お世話になりました。
平野君
本日 4 回戦頑張ります。
奥田君
インターアクトの祇園祭、清掃ボランティアにご参加頂
いた木村安輝会員、郡会員、中村吉晴会員、ありがとう
ございました。
岡武君
ニコニコ箱受付の皆様、目標達成の為、頑張って下さ
い。
川中君
本日よろしくお願い致します。
安澤君
42 年間 100％出席自祝。
小林君
婦人誕生日自祝。
松井君

ＩＡＣ報告

ロータリー財団

7/16（土）東山高校のインターアクター
祇園祭清掃ボランティア

同好会情報
＊ゴルフ同好会
2016-17 年度ポリオ撲滅活動協賛第 71 回市内 24ＲＣ懇親
チャリティーゴルフ大会 10/8（土）「瀬田ゴルフコース北コース」
（詳細は、案内が到着次第、追って連絡させていただきます。）
＊ロータリーほろにが会
8 月 9 日（火）18：00～「ANA クラウンﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ」

計 46,000 円 累計 265,000 円

計 20,000 円

累計 223,000 円

達成率 14.9％
ｸﾗﾌﾞ累計 301,540 円
普通寄付（＄10×77 名）
78,540 円
2015-16 年度 R 財団年次寄付一人当たり目標 180 ドル
達成 京都東山 RC181 ドル祝
本田君
一助に。
小森君
ロータリー財団協力会より。
松井君、寄本君
*今月の寄付にて、松井会員は 10 回目のﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰ
ﾙﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰになられました。おめでとうございます。
米山記念奨学会

計 15,000 円 累計 135,000 円

達成率 9％
ｸﾗﾌﾞ累計 165,000 円
深海さん、いつもありがとうございます。
福留君
一助に。
戸田君、山田君

都 京都Ｈｵｰｸﾗ -新会員スピーチ「もう一つのオリンピック」 伊藤敏彦氏、「食と健康」平井誠一氏
7/27 京
京
都
西
北
ら
ん
ざ
ん
クラブ・デー「クラブ管理部門
第１回クラブ・フォーラム」
（水）
京 都 北 東 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ H クラブ・デー
/23
京都嵯峨野
京都朱雀

7/28
（木）

京 都 南
京 都 北
京都洛北
京都洛東
京都桂川
京都 ﾓｰﾆﾝｸﾞ
京都さ くら
京都西山

7/29
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

8/1
（月）
8/2
（火）

東
見
西
竹
京 都 西
京都紫野
京 都 中
京都平安
京都西南
京都洛中
京都洛南
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京都東急Ｈ
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京都東急Ｈ

例会変更
＊ビジター受付はございません
2015-16RYLA（ライラ）報告
「我が国の自前資源のひとつ、メタンハイドレートとは何？」
国立大学法人東京海洋大学 学術研究員 准教授 青山千春氏
「太陽の脅威とスーパーフレア」
京都大学理学研究科 附属天文台 教授・台長 柴田一成氏
「私の履歴書」
会員 後藤浩之氏、宇野 進氏
「スーパーサーズデー」
クラブ・デー 第１回クラブ討論会
京都中 RC との合同例会（合同公式訪問）の為
＊ビジター受付は平常通り
会員懇親例会
＊ビジター受付はございません
「本年度活動方針」
各担当委員長
「休会」
＊ビジター受付はございません
-新会員スピーチ「自己紹介」 岩永憲秀氏
「ガバナー公式訪問所感」（京都嵯峨野 RC との合同例会）
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 刀根荘兵衛氏
例会変更
＊ビジター受付はございません
「クラブ会員増強戦略について」
RI 第 1 第 2 第 3 ゾーン地域別会員増強計画 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ補佐 東京西 RC 会員 鈴木隆志氏
「新会員スピーチ」
会員 福田幸治氏、武岡一郎氏
「故 辻 佳男 追悼例会」
服部 裕氏、平井達雄氏、篠田宏一氏
「RYLA の研修を終えての自分自身の変化と成長」
国際ロータリー第 2650 地区 2015-16 年度ロータリー青少年指導者養成講座 RYLA 受講生 村上智弘氏
未定
「日経新聞文化面の秘密」
日本経済新聞社 京都支社 支社長 金丸泰輔氏
未定

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

８月 の プ ロ グ ラ ム
８月 ２日（火） クラブ・デー
８月 ９日（火） 「追悼例会に因んで」
会員

磯田 好計君

会員

鈴木 敏治君

会員

安倍 秀風君
（ライトランチ）

８月１６日（火） 休

会

＊ビジター受付はございません

８月２３日（火）クラブ・フォーラム
（創立 50 周年記念事業実行委員会）
担当 創立 50 周年記念事業実行委員会委員長
中村 翠嵐 君
（ライトランチ）

８月３０日（火） 「地域経済の現状と見通し」
（関西の景気はどうなるの？）
近畿財務局京都財務事務所 所長 中尾直樹 様

