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「３０周年記念式典に向けて」 

 

京都東山ローターアクトクラブ 

３０周年記念式典実行委員長 

安倍 禎一 
  

平素は京都東山ロータリークラブの皆様には京都

東山ローターアクトクラブに対しまして、何かとご

支援ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。 

 今年度の４月２日を迎えますと、京都東山ロータ

ーアクトクラブは早くも３０周年を迎える事となり

ました。５年毎に行われる式典ですが、２５周年記

念式典からあっという間に時間が過ぎ去ってしまい、

時の流れがとても速いという事を痛感させられてお

ります。 

この長いようで短い期間に２５周年の記念事業と

して始めさせて頂いた、「院内学級」がクラブの基盤

となる通年の事業として定着する事が出来ましたこ

とは、私達アクターにとって大きな財産となりまし

た。活動を通して「子供達からたくさんの笑顔をも

らう事」を第一に活動して参りました結果、今まで

ローターアクトクラブの活動として継続事業が無か

った事から見ますと、根を張って一本の幹としての

活動が出来るようになった事は、大変意義深く、  

これもひとえに提唱戴いておりますロータリー様の

お陰だと思います。 

私事ですが、２５周年の実行委員長を務めさせて

いただき、重ねて今回の３０周年記念式典の実行委

員長を務めさせていただく事となりました。現状で

会員増強が出来ていないクラブとしてこれも仕方が

ない事なのかもしれません。そしてまたクラブ員も

２５周年の頃からみますと大きく入れ替わり、不足

ながらも経験値からしてクラブ員を引っ張って行か

なければならない立場となり、今の現状で、いかに

この佳年を次につなげるステップに出来るか、肝に

銘じて取り組んでいかなげればならないと思ってい

ます。 

京都山科ローターアクトクラブ発足の時に初代会長

を務めたのは私の父でした。その後時代が流れ多く

の先輩方の力で３０周年を迎え、今の私がおります。

この脈々と続いてきた縁を大切に、全身全霊をかけ

て無事に式典を終えようと思います。何かとご迷惑

を多々おかけするとは思いますが、京都東山ロータ

ーアクトクラブ員一同頑張ってまいりますのでどう

ぞよろしくお願い致します。 

次週の例会 ４月１６日（火）  

集合 午後２時 「葵殿前ロビー」 

・創立４５周年記念講演会 
 15：30開場 16：00開演 西館４F「瑞穂の間」 

・記念式典例会 
 17：30開会点鐘 東館４F「葵殿」 

・記念祝宴 
 19：10開会 東館２F「山城の間」 

２０１３年４月９日 第２１９2 回 例会  WEEKLY BULLETIN №４５－３８ 

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 
副委員長 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８３（３１）名 

出席者５２（１６）名 

出席率７６．４７％ 

( )は出席率除外会員 

ビジター０名 

ゲスト０名 

第２１８９回 

メーキャップ後の 

出席率１００％ 

－雑 誌 月 間－ 
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 

― 記念式典のアナウンス ― 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

第５回次年度理事・役員会 

例会終了後 「平安の間」 
↗お部屋が変更になりました 

京都東山ＲＡＣ－式典準備例会－ 

 １９：３０～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」 



 

 

今月のお祝  

❁１００％出席会員表彰 

連続４年間 ： 村田（好）君・竹之内君 

❁誕生日 

吉田(良)君１日 山中君 ６日 中川君２３日 

関根君 ９日 吉田(武)君２６日 森里君 ２７日 

❁夫人誕生日 

村田(好)君夫人 明美さん  ２日 

森里君夫人 眞也子さん   ２日 

川中君夫人 喜美子さん   ６日 

橋本君夫人 由花さん １０日 

横尾君夫人 絹子さん  １０日 

山中君夫人 登美子さん  １３日 

渡辺君夫人 敬子さん  ２２日 

末松君夫人 幸子さん  ２４日 

小山君夫人 久子さん  ２５日 

中村()君夫人 美恵子さん ２７日 

太田君夫人 珠々子さん  ２７日 

❁結婚記念日 

福留君 ４日 柴田君 ４日 小坂君 ７日 

中川君１１日 佐貫君１３日 井上(勝)君１９日

岡武君 ２０日 小山君２６日 

第１０回定例理事･役員会議事録〈４/２(火)開催〉 

1. 前回議事録承認に関する件 

2. 新会員歓迎会に関する件 

  : 5 / 14 (火) 晴鴨楼にて開催  

3. 45周年記念事業に関する件 

 ・記念講演会、式典委員会 

  : 当日の配布物を中心に報告あり。 

 ・京都マラソン委員会 

  : 決算についての報告あり。 

4. インターアクトクラブに関する件 

  : 認証状伝達式のお礼と、決算の経過報告あり。 

5. 2012～2013年度ＲＹＬＡに関する件 

  : 受講者について報告あり。 

 梅原美野氏、「NPO 山科醍醐こどものひろば」職員 

6. 5月プログラムに関する件 

 ・次年度引継協議会について  

: 引継ぎ書依頼 各委員長へ 4/9ポスト入れ 

7. その他の事項に関する件 

 ・ローターアクト周年事業予算の件 

8. 次回理事・役員会開催日時決定に関する件 

  :平成 25年 5月 7日(火) 例会終了後 

 以上を承認 

幹 事 報 告  

■次週は４５周年記念講演会・式典例会・祝宴開催 

次週１６日（火）は、記念講演会から始まり、式典例

会並びに祝宴を開催致します。創立４５周年記念事

業の集大成ともいえる一日となります。記念講演会で

は８５６名、記念式典例会・祝宴では１６４名のお客様

をお迎え致します。 成功に向け、会員諸兄姉のご

協力を何卒宜しくお願い申し上げます。 

■地区大会 

今週末の１３日（土）、１４日(日)は、ＲＩ第２６５０地区

の地区大会が「びわ湖ホール」を中心とした会場で開

催されます。ご登録がお済みの方には、本日名札を

お配りしています。本会議以外の会合でも必要です

ので、お忘れなきようご持参ください。 

（別紙へつづく）

４/1０ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「割れ窓理論による京都治安再生」 NPO 法人 京都割れ窓理論実践委員会 代表理事 小池英信氏 
水 西 北 ら ん ざ ん クラブ・デー「第６回クラブアッセンブリー」 
 北 東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「花見例会」（例会日時臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 
 嵯 峨 野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「春の家族例会」（例会時間・場所臨時変更） ＊ビジター受付はございません 
 朱 雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H －休会－ ＊ビジター受付は平常通り 

４/1１ 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 新会員スピーチ 「私の想い」 会員 井上智之氏、「私の履歴書」 会員 小椋裕茂氏、「今年の抱負」 会員 岡本豊洋氏 
木 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「還暦より壁画を描く」 壁画師 木村英輝氏 
 洛 北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「夜間例会 クラブデー」（例会時間臨時変更） ＊ビジター受付はございません 
 洛 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「犯罪被害者の支援」 公益社団法人京都犯罪被害者支援センター 理事・事務局長 冨名腰 由美子氏 
 桂 川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「我が人生の悪夢」 会員 出射靖生氏 
 ﾓｰﾆﾝｸ ﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ －休会－ ＊ビジター受付は平常通り 
 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「未定」 会員増強委員会 
 西 山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「元、刑事は語る」 財団法人 長岡記念財団 副安全運転管理者 渉外担当 堺 幸成氏 

４/1２ 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H ―ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ―「自己紹介」 会員 仲田吉儀氏 
金 伏 見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ―次年度合同会議― 
 洛 西 全 日 空 H 「山本徳次郎名誉会員追悼例会」 
 紫 竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「障害者の自立と米粉パン」 元西湖堂製ﾊﾟﾝ社長 米粉ﾊﾟﾝｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 鳥居隆夫氏 

４/1５ 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「あなたは、どこで人生の幕引きをむかえたいですか？～最期まで生ききるを支える医療へ～」 退院調整看護師 宇都宮 宏子氏 
月 

 

紫 野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「世界の観光都市京都から始まる都市災害の基準」 市田美加氏 
 中 京都Ｈｵー ｸﾗ ―音楽例会―「アイリッシュハープ演奏」 アイリッシュハープ奏者 中西佐智子様 
 平 安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「建築物の構造設計 Ｐａｒt２」 会員 山本正道氏 
４/1６ 西 南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 創立４０周年記念例会・式典・祝宴（例会日時臨時変更） ＊ビジター受付はございません 
火 洛 中 京都Ｈｵー ｸﾗ ―雑誌月間に因んで―「嵐電の広報への取り組み」 京福電気鉄道㈱ 事業推進部 部長、会員 鈴木浩幸氏 
 洛 南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 『新会員スピーチ』 会員 松本俊博氏、玉置厚人氏 

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 



 

 

～地区大会スケジュール～ 

4/12(金)   8:30～ ゴルフ交流会 

(ジャパンエースゴルフ倶楽部) 

 会長、平野・川勝・大木(義)各会員出席 

4/13(土) 14:00～16:00会長・幹事・地区委員長会議 

 (大津プリンス H) 

  会長、幹事、岩橋地区米山委員長出席 

17:00～19:30 R.I.会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

 (琵琶湖 H) 会長・幹事出席 

4/14(日) 9:30～11:00 新会員セミナー 

 (大津プリンス H) 

 井上(正)・上村・郡・松下・村岡・中川・中村()・ 

 岡武・大木(義)・佐々木・関根各会員出席 
 
★自家用車はびわ湖ホール専用駐車場(有料) 

（大津プリンスＨ駐車場は、クラブチャーターバス専用） 

10:00～11:30 新世代フォーラム (びわ湖ホール) 

李憲君、ＲＹＬＡ受講生梅原美野さん、 

東山高校インターアクター３名、 

福留新世代委員長(RYLA ｶｳﾝｾﾗｰ)、 

木村安輝インターアクト委員長出席 
 
★本会議前に、受付付近にて幹事より大会プログラ

ム（冊子）をお受け取り下さい。 

★本会議のみご出席の方の昼食はございませんの

で、各自お済ませ下さい。 

★自家用車はびわ湖ホール専用駐車場(有料) 

12:30～13:00 オペラへの誘い(びわ湖ホール) 

（12:30～13:00本会議場への入場不可） 

13:00～16:30 大会本会議(びわ湖ホール) 

講演 細川護熙氏 

★移動は徒歩または専用バス 

17:30～19:00  懇親会(大津プリンス H)  

(お酒の提供有り) 

終了後 JR大津駅経由びわ湖ホールへの専用バス有 

■ＲＹＬＡ 

ＲＩ第２６５０地区２０１２-１３年度ＲＹＬＡ第１講として、

4/14の地区大会新世代フォーラムに受講者の梅原

美野（うめはらみや）さんとカウンセラーとして福留新

世代委員長が参加されます。ごくろうさまです。 

第２講は、5/17～19広島で開催されます。 

■次年度引き継ぎ協議会ご案内 

５/1４（火）例会終了後、現年度から次年度への 

申し送りの為の引き継ぎ協議会を開催致します。 

本日、ご案内状を現・次年度の各委員長へお配りし

ています。現年度委員長各位は、引き継ぎ書を 

５/７(火)迄にご提出くださいますようお願い申し上げ

ます。

-------------------------------------------- 

■次年度からのお知らせ 

＊次年度委員長会議   ４/２３（火）例会終了後、

次年度委員長会議を開催致します。本日、次年度の

委員長各位へご案内をお配りしております。ご予定

おきください。 

--------------------------------------------

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  

【４/２（火）理事会、４/７（日）臨時理事会】 

 山本ＲＡ委員長、橋本・岸・佐々木・大木(義)ＲＡ委

員、川勝会員が出席されました。 

ごくろうさまでした。 

同 好 会 情 報  

ﾛｰﾀﾘｰほろにが会４/９（火）１８：００～ ｢中国料理桂心｣ 

特別寄付・ニコニコ箱 ＜４/２＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 90,000 円 累計 2,617,000 円 

〈弔意〉橋本会員御母堂様のご逝去を悼み、謹んで

お悔やみ申し上げます。 小坂君、岡武君、安澤君 

 杉﨑君、井上(正)君、中村()君、横田君、今井君 

 横尾君、渡辺君、木村(安)君、岩橋君、吉田(武)君 

 福川君、上村君、中西君、中村(弘)君、井上(武)君 

 松井君、郡君、森君、中島君、中塚君、関根君 

 布施君、中村(翠)君、今村君、福留君、中川君 

後藤典生様、本日スピーチありがとうございます。 

 城山君、松井君、中村(翠)君、川中君、安倍君 

 平野君、今村君 

S.A.A.の皆さま、本日のお花見例会、ありがとうござ

います。 小森君、山中君 

誕生日自祝。 小坂君、関根君 

中村様、先日は有難度う御座居ました。 薮下君 

小野さん、先日はありがとうございました。 岡武君 

≪京都東山ＲＣ WEEKLY BULLETIN №45‐38 別紙≫ 


