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Kanazawaminami 

「創立３０周年記念式典を終えて」 

 

 

京都東山ローターアクトクラブ 

３０周年式典実行委員長 

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。 

 去る４月２１日の京都東山ローターアクトクラブ

創立３０周年記念式典には多くのロータリアンの

方々にお越しいただき、また多大なるご支援を頂き

ました事、厚く御礼申し上げます。 

 ３０年という歴史を振り返ってみますと、７名と

いう人数で記念式典を迎えたというのは前代未聞の

事だとは思いますが、クラブ員一人一人が記念式典

を成功させようという強い気持ちから、記念式典を

強行するという運びとなりました。準備時間も少な

い中、また人力が無い中、クラブ員一丸となり準備

をした結果、多くの来賓の方々、松井会長をはじめ

とするロータリアンの皆様、地区内外のローターア

クターにお越し戴く事が出来、とても感謝いたして

おります。 

 今年度も残す所あとわずかとなりましたが、アク

ト活動を共に行っていく仲間をもっと増やし、京都

東山ローターアクトクラブらしい活動を今後も続け

て行けるように頑張って参りたいと思いますので、

今後ともご指導ご鞭撻を賜ります様、宜しくお願い

申し上げます。 

 

 

京都東山ロータリークラブ 

ローターアクト委員長 

 山本 真也 
 

鶯が上手に鳴く様になってまいりましたが、今だ

時折寒い日がありますので御身御自愛下さい。 

さて、先日４月２１日の京都東山ローターアクト

クラブ創立３０周年記念式典には、４５周年式典と

同じ週ということにもかかわりませず御協力御支援

ありがとうございました。 

今年度は、松井会長、小森幹事のリーダーシップの

下たくさんのロータリアンのアクト例会への出席ご

支援をいただきました。また、例会内容も関根さん

の年４回に及ぶ楽しいお茶の卓話や平野さんのゴル

フ例会、院内学級への御参加等々、皆様に支えられ

ましてアクトメンバーも大変感謝しております。 

後少し例会も残っておりますが、御礼申し上げます。 

次週の例会 ５月１４日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

－新会員スピーチ－ 

「色について」 松下 明史君 

「三つのあん」 中村  

クラブ・アッセンブリー ～次年度引継協議会～ 

次週の会合 

第６回次年度理事・役員会 例会終了後「千草の間２」 

新会員歓迎会 18：00～「晴鴨樓」 

京都東山ＲＡＣ １９：３０～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」 

２０１３年５月７日 第２１９５回 例会  WEEKLY BULLETIN №４５－４１ 

国際ロータリー会長 
田中 作次 
 
第２６５０地区  
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 

会 長(理事) 松井 信五 
 

副 会 長(理事) 杉崎 則夫 
(理事) 川中 丈嗣 

幹 事(役員) 小森 直之 
(理事) 柴田 義典 
(理事) 中村 弘吉 

新 世 代(理事) 福留 幸一 
(理事) 坂田 均 
(理事) 平野 俊雄 

広 報(理事) 川勝 裕之 
(理事) 木村 安輝 

 

 
(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 

 中島 陽子 
 岡武 和暁 
 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５４（１６）名 

出席率７９．４１％ 

( )は出席率除外会員 

ビジター１名 

ゲスト１名 

第２１９１回 

メーキャップ後の 

出席率１００％ 

本日の例会 クラブ・デー  

開会点鐘 〔１２：３０〕 

君が代斉唱 

ロータリーソング♪四つのテスト 

会長挨拶 

来客紹介 

奨学金授与 

幹事報告 

今月のお祝い 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

第１１回定例理事・役員会 

 例会終了後 「千草の間２」 



 

 

今月のお祝❁１００％出席会員表彰 

３３年間：小野君   連続３２年間：西村君 

１９年間：安倍君   連続１１年間：薮下君 

連続５年間：井川君、岸君、森里君 

❁誕生日 

今井君  ５日 川中君 １１日 岡武君 １２日 

塩路君 １６日 中村( )君 ２１日 

❁夫人誕生日 

布施君夫人 真弓さん   ６日 

知公君夫人 登紀子さん  １０日 

福留君夫人 えりかさん  １２日 

中村(翠)君夫人 通子さん  １３日 

城山君夫人 多美子さん  １９日 

坂田君夫人 裕美さん  ２６日 

❁結婚記念日 

小森君 ７日 中村(翠)君 ８日 小原君 ８日 

西出君 １２日 山本君 １２日 山中君 １２日 

村田(好)君１７日 植野君 １９日 鈴木君 ２２日 

川勝君 ３０日 村岡君 ３１日 

幹 事 報 告  

■第２回京都市内ＲＣ連絡協議会 会長・幹事会 

８日（水）１８：００～「京都ホテルオークラ」に於いて

開催され、松井会長、杉﨑会長エレクト、小森幹事、

坂田次年度幹事と中村(翠)ＲＩ第２６５０地区 2013-14

年度ガバナー補佐が出席致します。 

■次年度ローターアクト委員長会議 

１２日（日）１２：３０～「奈良大学」に於いて開催され、

竹之内次年度ローターアクト委員長が出席されます。

ごくろうさまです。 

■ロータリーレート変更 

５月１日より、１㌦＝９８円へ変更。 

■新会員歓迎会 

次週 ５/１４（火）１８：００～「晴鴨樓」に於いて開催

の新会員歓迎会のご出欠をお尋ねしています。 

本日中に親睦活動委員もしくは事務局までお知らせ

ください。 

■次週はクラブ・アッセンブリー 

次週例会後、現年度から次年度への引継協議会

を開催致します。両年度の各委員長様はご出席よろ

しくお願いいたします。 

引き継ぎ書（兼年次報告書原稿）のご提出がまだ

の現年度委員長様は、事前に事務局へＦＡＸお願い

致します。 

■次年度からの知らせ「2013-14年度ロスター原稿」 

京都市内２４ＲＣロスター作成の時期となりました。

本日お配りした原稿が入稿原稿になりますので、内

容ご確認の上、訂正の有無にかかわらず出来るだけ

本日中に回答ボックスへお返しくださいますようお願

い致します。 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  

【４/１９（金）式典臨時理事会】  山本ＲＡ委員長、 

井川会員が出席されました。ごくろうさまでした。 

特別寄付・ニコニコ箱 ＜４/２３＞ 

ロータリー財団 計 25,000円 累計 1,307,520円 

４５周年、皆様のおかげで無事開催出来ました。あり

がとうございます。 松井君 

ＲＣ４５周年、ＲＡＣ３０周年、お疲れ様でした。 安倍君 

４５周年おつかれ様でした。 大藤君 

（別紙へつづく）

５/８ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「ロータリーと震災－阪神・淡路大震災を体験して」 生田神社宮司 加藤隆久氏  
水 西 北 ら ん ざ ん 「よもやま話」 会員 尾初瀬 勲氏 

 北 東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「未定」 作詞家 久仁京助氏、作詞家 まんだあつこ様 
 嵯 峨 野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「未定」 
 朱 雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「経営者(ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾝ)として第一印象の重要性」 Ｃ’s ウォーキングスクール講師 芦屋校代表 竹澤摩佑子様 

５/９ 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「経営者の成功は、側近で決まる」 政経塾塾長 松下政経塾一期生 林 英臣氏 
木 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H クラブ・フォーラム「クラブ活性化」 ロータリー情報委員会 

 洛 北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「私と仕事」 会員 鈴木 章氏 
 洛 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「日本経済の現状と展望」 日本銀行京都支店 支店長、京都ＲＣ会員 鎌田沢一郎氏 
 桂 川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「未定」 会員 稲掛英男氏 
 ﾓｰﾆﾝｸ ﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「こどもみらい館と子育て図書館について」 京都市子育て支援総合ｾﾝﾀｰ こどもみらい館 総務課長 城下俊二氏 
 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「“人の人生”と職業奉仕」-建築家としての私の事例- ＲＩ第２６５０地区ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ 坂本克也氏  
 西 山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「絆」－奉仕の感動を分かち合おう ㈱京つけもの西利代表取締役会長、地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ、京都洛中ＲＣ会員 平井義久氏 

５/１０ 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「名付けるということ」 京都大学名誉教授、滋賀大学理事・副学長・附属図書館長 横山俊夫氏 
金 伏 見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ －新会員ｽﾋﾟｰﾁ－ 高橋之治氏、西本智陽氏 

 洛 西 全 日 空 H 「歌の効用・・・アンチエイジング＆・・・」 シャンソン・ラテン歌手 シャンソン教室主宰 二村奎子様 
 紫 竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「未定」 

５/１３ 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「新しい６年制薬学教育とこれからの新しい薬剤師」 名古屋市立大学大学院薬学研究科 臨床薬学教育研究センター 鈴木 匡氏 
月 

 

紫 野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「日本医学史と京都」 医療法人保仁会泉ヶ丘病院理事長、地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 神谷保男氏 
 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「被災地の子供達をプラハへ・心のいやし事業」 京都洛中ＲＣ会長 大藤 忠氏 
 平 安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「うどん・そばのよもやま話」 恩地食品㈱ 品質保証室長 有川智博氏 
５/１４ 西 南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H ふれあい例会 
火 洛 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「桓武天皇と平安京」 学校法人立命館 総長特別補佐 本郷真紹氏 

 洛 南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「陽宅と陰宅について」 高島易断鑑定所 寿周会主宰 高島寿周氏 
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 



 

 

米山記念奨学会 計 125,000 円 累計 1,229,000円 

長寿祝をいただいて。 大木(博)君 

４５周年ありがとうございました。 小森君 

ＲＣ４５周年、ＲＡＣ３０周年、お疲れ様でした。 安倍君 

松井会長、４５周年事業の成功おめでとう!! 塩路君 

一助に。 渡辺君、上村君 

*塩路会員は今回の寄付にて１７回目の米山功労者

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙになられました。おめでとうございます。 

ニ コ ニ コ 箱 計 79,000円 累計 3,068,000円 

クラブ創立４５周年お目出度う御座居ます。結構なも

のを頂いて。 元会員 廣田長三郎様 

一助に。 元会員 一燈園 西田多戈士様 

京都東山ローターアクトクラブ創立３０周年記念式典

の際には大勢の皆さまにお越しいただき誠にありがと

うございました。 京都東山ローターアクト御一同様 

京都東山ローターアクトクラブ創立３０周年記念式典

にご参加・ご支援いただきありがとうございました。 

 松井君、山本君、岡武君、森里君

４５周年おつかれ様でした。 

 吉田(良)君、大藤君、村岡君、今井君、小森君 

 安澤君、川中君、本田君、安倍君 

すばらしい記念式典でした。心よりお祝を致します。 

 稲本君 

本日の次年度委員長会議、よろしくお願いします。 

 坂田君 

広報クラブ・フォーラム、川勝委員長本日はごくろうさ

まです。 森里君、岩本君、小山君、吉田(武)君 

 竹之内君、上村君 

松井さん、ありがとうございます。家内が大変よろこん

でいました。 渡辺君 

横田会員、先日は大変ありがとうございました。城山君 

薮下さん、森さん、教育委員会の件ありがとうございま

した。 坂田君 

薮下さん、お世話になりました。 大木(博)君 

夫人誕生日自祝。 中村( )君、小山君 

結婚記念日自祝。 小山君、福留君、小坂君 

≪京都東山ＲＣ WEEKLY BULLETIN №45‐41 別紙≫ 

～４月のスナップより～ 

4/9（火）クラブ・デー 

ロータリー財団ポールハリスフェロー表彰、 

出席、お誕生日お祝い おめでとうございます！ 

ＲＹＬＡ受講生 

梅原美野さん    福留カウンセラー 


