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「副会長就任挨拶」 

副会長 杉崎 則夫 

 初例会の挨拶でも申しましたが、４５周年の４５とい

う数は、区切りの良い数です。３６０度の８分の１が４５

度ですし、西瓜を切るのもケーキを切るのも丁度食べ

やすいのが八つに切る事です。 

 ４５代目天皇 聖武天皇は、奈良に東大寺を建立して

大仏を造立し、日本の歴史に大きな影響を与えられた

天皇です。４５代総理大臣 吉田 茂は、サンフランシ

スコ平和条約を締結し、戦後の日本の復興に大きく寄

与されました。４５代横綱 若乃花は、栃錦、若乃花の

栃若時代を築き、大相撲の全盛期に寄与されました。

またアメリカでは、現オバマ大統領は４４代目で、４５

代目は、今年末には決定します。 

とにかく４５代目といいますのは、偶然とはいえ、大

きな節目に登場する運命を持った方々なのです。 

 前回例会ガバナー公式訪問での、河本英典ガバナー

と松井信五会長の会話、やりとりを聴いていますと、

絶妙の関係で、後のクラブ協議会でも、フランクに楽

しく全員笑顔があふれており、今までで初めてでした。

東山ロータリークラブの若い会員が生き生きと河本

ガバナーと質問、応答されている姿を見て、４５周年

を契機に大きく飛躍する年になりそうな予感がいた

しました。私も小森直之幹事と共に、松井会長を支え、

何とかこの節目の４５周年を乗り切りたいと思ってお

ります。皆様の絶大な応援を心から期待しております。 
７/１０(火) ガバナー公式訪問 

２０１２年７月１７日 第２１５７回 例会  WEEKLY BULLETIN №４５－３ 

国際ロータリー会長 
田中 作次 
 
第２６５０地区ガバナー 
河本 英典 
 
第２６５０地区 
米山奨学委員会 
委員長 岩橋 忠昭 
財団資金推進委員会 
委員 本田 修造 
インターアクト委員会 
委員 福留 幸一 

理事・役員（２０１２～２０１３） 
会 長(理事) 松井 信五 
会長ｴﾚｸﾄ・ 
副 会 長(理事) 杉崎 則夫 
直前会長(理事) 川中 丈嗣 
幹 事(役員) 小森 直之 
クラブ管理(理事) 柴田 義典 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(理事) 中村 弘吉 
新 世 代(理事) 福留 幸一 
職業奉仕(理事) 坂田 均 
国際奉仕(理事) 平野 俊雄 
広 報(理事) 川勝 裕之 
会員増強(理事) 木村 安輝 

 

 
ロータリー財団(理事) 横尾 浩志 
無 任 所(理事) 渡辺 剛士 
４５周 年(理事) 井上 勝 
会 計(役員) 小坂 文夫 
Ｓ .Ａ .Ａ .(役員) 中塚 浩 
副 幹 事 村田 好謙 
副 幹 事 竹之内米貴 
副 幹 事 吉田 武雄 
副Ｓ.Ａ.Ａ. 中島 陽子 
副Ｓ.Ａ.Ａ.  岡武 和暁 
副Ｓ.Ａ.Ａ.  薮下 清三 
副 会 計 井川 正隆 

 

前回例会報告 
会員数７８（３１）名 

出席者５７（１８）名 

出席率８７．６９％ 

( )は出席率除外会員 

ビジター１名 

ゲスト４名 

第２１５４回 

メーキャップ後の 

出席率１００％ 

次週の会合 

第２回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ検討委員会 例会終了後「千草の間２」 

東山ＲＡＣ－ｿﾞｰﾝ代表訪問－ １９：３０～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」 

次回例会 ７月２４日（火）於：東館４Ｆ「葵殿」 
ライトランチ 
－スピーチ－ 
「就任挨拶」 職業奉仕理事 坂田  均君 

新世代理事 福留 幸一君 
広報理事 川勝 裕之君 

 

本日の例会 

クラブ・デー 開会点鐘 〔１２：３０〕 

ロータリーソング♪友ら集いて 

会長挨拶 

来客紹介 

幹事報告 

今月のお祝い 

－スピーチ－ 

「就任挨拶」 クラブ管理理事 柴田 義典君 

 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・社会奉仕理事 中村 弘吉君 

 国際奉仕理事 平野 俊雄君 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

第３回４５周年実行委員会 例会終了後「千草の間２」 

米山記念奨学委員会 １８：００～「ぎをん まんざら」 



 

 

今月のお祝  

❁１００％出席会員表彰 

連続３８年間 小林君   連続２０年間  渡辺君 

連則２年間  中島君 

❁誕生日 

大藤君 ３日 中嶋君 ４日 小森君 ６日 

森君 １４日 松下君 ２５日 佐々木君 ２７日 

大木(義)君 ２８日 

❁夫人誕生日 

松井君夫人 まり子さん ４日 

吉田(武)君夫人 たみ子さん ７日 

中村(弘)君夫人 佐和子さん ２９日 

❁結婚記念日 

松下君 ６日 橋本君 ２０日 

幹 事 報 告  

■ガバナー公式訪問報告  先週 ７月１０日(火)の 

河本英典ガバナー公式訪問では、会員５７名が御一

行をお迎えし、また例会後のクラブ協議会にも４３名

に出席いただきました。会員各位のご協力に感謝申

し上げます。 

■米山功労クラブ表彰  ５月の米山ランチ差額寄付

で、当クラブは６２回目の米山功労クラブとなりました。

ご協力に感謝致します。 

■地区社会奉仕委員長会議  ２１日（土）１３：３０～

「京都テルサ」に於いて開催され、中村弘吉社会奉

仕理事が出席されます。ごくろうさまです。 

■米山奨学生集会  ２１日（土）１４：００～「メルパル

ク京都」に於いて開催され、李 憲君、吉田武雄カウ

ンセラーと岩橋地区米山委員長が出席されます。 

ごくろうさまです。 

■お詫び  「２０１２－１３ 河本英典ガバナー公式訪

問に際しての報告書」の中で、４５周年実行委員会報

告（４２頁）の委員欄が誤っておりました。謹んでお詫

びし、訂正させていただきます。本日、訂正のシール

をお配りしておりますので、お手許の報告書に貼付し

てくださいますようお願い申し上げます。 

■ＲＡＣ報告 

【７/１０（火）初例会】 会長の田村和也君が、所信表

明を行いました。ロータリアンの出席者は、次の通り

でした。松井会長、小森幹事、山本ＲＡ委員長、岡武

ＲＡ副委員長、関根ＲＡ委員と、安倍会員、岩本会員、

川勝会員、森里会員。 

【７/３（火）理事会】 山本ＲＡ委員長、岸ＲＡ委員、 

郡会員が出席されました。 

ご出席いただいた皆様、ごくろうさまでした。 

特別寄付・ニコニコ箱 ＜７/１０＞ 

ロータリー財団 計 85,000円 累計 205,000円 

河本英典ガバナーをお迎えして。 大木(義)君 

河本ガバナーをお迎えして。 小野君 

河本ガバナーを迎え、一助に。 城山君 

河本さん、一年間ごくろうさまです。 渡辺君 

ガバナーをお迎えして一助に。 岩橋君 

一助に。 吉田(良)君 

松井先輩、先日は有難うございました。 郡君 

ベネファクターへのご協力をお願いします。地区から

の目標２５人当たり１人、当クラブの目標３人です。 

 本田君 

本田さん、地区財団副委員長就任おめでとうござい

ます。 横尾君 

*本田会員は今回の寄付にて１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。 (別紙へ) 

7/18 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「ガバナー公式訪問所感」 ＲＩ第２６５０地区ガバナー 河本英典氏 
水 西 北 ら ん ざ ん 「衆議院解散選挙はいつになるか？」 会員 白井治夫氏 
 北 東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH エンジョイ・デー 創立２４周年記念例会 
 嵯 峨 野 全日空 H 「２０周年記念事業について」 ２０周年実行委員会 
 朱 雀 ﾘー ｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「就任挨拶」 クラブ奉仕委員長 福川雅之氏、職表奉仕委員長 名古光良氏、社会奉仕委員長 前田正彦氏、国際奉仕委員長 佐東賢一氏 

7/19 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「歴史に記されて５５０年 いけばなの美とこころ」 華道家元池坊 次期家元 池坊由紀様 
木 北 ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H 「５５周年実行委員会」 
 洛 北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「勝手解釈経済論」 ㈱京都ホテル代表取締役社長、京都ＲＣ会員 平岩孝一郎氏 
 洛 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「青少年交換学生としての１年間」 青少年交換派遣学生 青木一紘君、青少年交換受入学生 Alyssa Anne CAPRUL さん 
 桂 川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H クラブ・デー 第１回クラブ討論会 
 ﾓｰﾆﾝｸ ﾞ 京都 H ｵー ｸﾗ  

※ 

「会員スピーチ」 秋元時男氏、藤原裕康氏、畑本久仁枝氏 
 さ く ら 全日空H ★ 「就任挨拶」 Ｓ.Ａ.Ａ. 明石純一氏、会員増強委員長 西野広好氏、ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 藤田 博氏、クラブ広報委員長 岩村眞樹雄氏 
 西 山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「本年度活動方針」 職業奉仕委員長 羽田 実氏、社会奉仕委員長 土井正樹氏、国際奉仕委員長 平田喜洋氏、新世代委員長 越川哲也氏 

7/20 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「無題」 会員 佐々木邦泰氏 
金 伏 見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 会員懇親会 
 洛 西 全日空 H 「最近思う事」 会員 安藤寿博氏 
 紫 竹 ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H 第１回クラブ協議会「年間計画について」 

7/23 西 ﾘー ｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「健康とゴルフ」 参議院議員 横峯良郎氏 
月 

 

紫 野 ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H 「風景写真と光」 メディアラボ京都代表、ロータリアン京都フォトクラブアドバイザー 木村正司氏 
 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「『狂言』という名のお芝居」 大倉流狂言師 茂山正邦氏 
 平 安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「ブータン国王夫妻とお会いして」（仮題） 日本画家、デザイナー 塩屋榮一氏 
7/24 西 南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 第２回クラブアッセンブリー(ガバナー公式訪問準備) 
火 洛 中 京都Ｈｵー ｸﾗ －被災地の子供たちをプラハへ・心のいやし事業壮行会－（例会時間臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 
 洛 南 ﾘー ｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ファゴット・ミニコンサート」 ２００３年度ﾛｰﾀﾘｰ財団国際親善奨学生、ﾄﾞｲﾂ･ﾍｱﾌｫｰﾄﾞ交響楽団 団員 梁 星美様 

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

事務局 〒605‐0052京都市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 E-mail：info@higashiyamarc.com 

グリーンはクラブカラー 



 

 

米山記念奨学会 計 100,000円 累計 190,000円 

河本ガバナー、一年間御苦労様です。  

 佐貫君、松井君、小森君 

河本ガバナーを迎え一助に。 城山君 

ガバナーをお迎えして、一助に。 岩橋君 

岩橋さん、引続き地区米山委員長ご苦労さんです。 

 井上(武)君 

吉田委員長、一年間頑張ってください。 中塚君 

一助に。 森君 

一年間、宜しくお願いします。 吉田(武)君 

ニ コ ニ コ 箱 計 93,000円 累計 307,000円 

公式訪問自祝。 地区ガバナー 河本英典様 

公式訪問自祝。 地区ガバナー補佐 田中俊介様 

公式訪問自祝。 地区幹事長 井上和正様 

公式訪問自祝。地区公式訪問担当幹事 金子紀行様 

河本ガバナーをお迎えして。 

 竹之内君、今井君、西尾君、中島君、井上(勝)君 

 小森君、木村(安)君、川勝君、竹本君、佐々木君 

 柴田君、松井君、鈴木君、杉崎君、中村(弘)君 

 中村(翠)君、岡武君、小林君、平岡君、城山君 

 岩橋君、佐貫君、森里君、上村君、中塚君 

 谷川君、西村君、安澤君、川中君、小山君 

本日長男に子供が生まれました。また女の子です。 

 渡辺君 

小森さん、中塚さん、お世話になりありがとうございまし

た。 平野君 

松井先輩、先日はありがとうございました。 

 岡武君、橋本君 

≪京都東山ＲＣ WEEKLY BULLETIN №45‐3別紙≫ 

７/１０(火) ガバナー公式訪問  例会に先立ち、「会長・幹事懇談会」「地区委員との面談」が行われました。 

「クラブ協議会」風景 

懇談会会場の隣、控室では、関根会員によるお呈茶の準備が進められます。 

中島会員と副幹事さんがお手伝い。 ありがとうございました。 


