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あなたの善から、
グリーンはクラブカラー
みんなの善へ
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仕事上困ることは飲みに行っても経営者（ママ）

「私の仕事」
会員 安澤 英治

がいつお客さんになるか分かりませんからあまり
酔っぱらうことが出来ません。因果な商売です。打

世の中に○○士という仕事はいろいろとありま

ち合わせで店に行っても家内に信じてもらえませ

す。私の仕事は行政書士です。と言うと必ず聞かれ

ん。思い出に残る仕事にこんなのが有りました。留

ます。どんな仕事ですか？なにが出来ますか？

学生のお父さんの会社が倒産し学費が送って貰え

私の説明はこうです。社会の授業で三権分立があ

なくなり不法残留となってしまいました。不安な毎

りまして、そのうちの行政にかかわる仕事です。簡

日を送っておられたと思います。合法的に日本に残

単に言うと ①役所へ出す書類の作成 ②権利義務

れるお手伝いをして、彼女から涙を流して感謝され

に関する書類の作成などです。少し例を挙げると営

ました。

業の許可とか、相続関係とか、入管のビザ関係とか

とにかく範囲の広い仕事です。何ができるの？と

があります。建設業の許可とか。皆さんが行かれる

言わず、こんなんできるか？と気軽に声を掛けて頂

スナックの営業許可とか。国際結婚をして相手を日

けるとありがたいです。わたしの出来ないことは責

本に呼ぶ手続とかです。商品(物)が国境を越えると

任を持って優秀な○○士さんをご紹介させていた

税関ですが、人が国境を越えると入国管理局になり

だきます。最近テレビドラマ「かばちたれ」で少し

私の関係する仕事となります。役所の数だけ複雑雑

は知られえるようになりました。昔は４代目桂米団

多な仕事の分野があります。数えたことはありませ

治の１８番「代書屋」でおもしろおかしく紹介された

んがおそらく２０００位はあると思います。

仕事です。お後がよろしいようで。

本日の例会 クラブ・デー

前回例会報告

開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ 四つのテスト
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
今月のお祝い
－スピーチ－「ＲＡＣの事、焼き物の事」
四代 諏訪 蘇山様
閉会点鐘
〔１３：３０〕

会員数 83（34）名 出席者 55（16）名
( )は出席率除外会員 出席率 84.62％
第 2233 回出席率 97.14％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

本日の会合

次週の会合

第１０回定例理事・役員会
例会終了後「千草の間２」
京都東山ＲＡＣ－ﾛ—ﾀﾘｱﾝ卓話－ １９：３０～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」
「動物とふれあおう」
福留幸一君

第５回次年度理事・役員会

２０１３－１４年度
国際ロータリー会長
ロン D．バートン
第 2650 地区ガバナー
坂本 克也

会長(理事) ·········· 杉﨑
会長エレクト(理事)··· 小野
直前会長(理事) ····· 松井
副会長(理事) ······· 渡辺
幹事(理事) ·········· 坂田
クラブ管理(理事) ···· 岩本
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(理事) ··· 塩路
新世代(理事) ······· 森

則夫
富造
信五
剛士
均
一
徹
俊次

次週の例会 ４月 １５日（火）
於：西館３Ｆ「コスモスホール」
－広報クラブ・フォーラム－
担当 広報理事 吉田 武雄君

職業奉仕(理事) ····· 清水
国際奉仕(理事) ····· 今村
広報(理事) ·········· 吉田
会員増強(理事) ····· 横尾
ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事) ···· 中塚
会計(役員) ·········· 井川
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 平野
副幹事 ·············· 山本

泰博
晋平
武雄
浩志
浩
正隆
俊雄
真也

副幹事 ··········中島
副幹事 ··········岡武
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········川勝
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········関根
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········小森
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········中川
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········上村
副会計 ··········郡

例会終了後「菊の間」

陽子
和暁
裕之
淳子
直之
公孝
承生
正樹

第２６５０地区
ガバナー補佐
中村 翠嵐
財団資金推進委員会
委員長 本田 修造
米山奨学委員会
委員
岩橋 忠昭
インターアクト委員会
委員
福留 幸一
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～４月３日「お茶会」～

幹事報告
■ 茶会お礼

先週開催いたしました今年度事業「小・中・高校生
作陶・茶会」は、会員諸兄姉の多大なるご協力を得て
成功裡に終了いたしました。ご協力いただいた皆様
ありがとうございました。
■ 第４期会費振込用紙
本日、第４期（４、５、６月分）の年会費振込用紙を
お配りしております。次週４/１５（火）の例会前に納入
受付を設けます。

ＲＡＣ報告
【４/１（火）理事会】 竹之内ＲＡ委員長、岸・岡武・山本
同委員、福川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 ４/８（火）１８：００～ ｢レストラン菊水｣
特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜４/３＞
ロータリー財団 計 35,000 円 累計 1,228,160 円
作陶・茶会を祝って。
杉﨑君、小森君
祝 作陶・茶会。
坂田君
本日はお世話になります。
末松君
米山記念奨学会 計 40,000 円 累計 1,051,000 円
作陶・茶会を祝って。
杉﨑君、森里君
塩路理事、御苦労様です。
中村(弘)君
本日はお世話になります。
末松君
ニ コ ニ コ 箱 計 56,000 円 累計 2,449,000 円
春爛漫の茶会を迎えて。
横田君、鈴木君
岩本君、岩橋君、今井君、城山君、山本君
今村君、中川君、中島君、安澤君、本田君
郡君、名筋君、中西君、小山君
塩路君、御苦労さまです。
稲本君、小林君
中村(翠)君、井上(武)君、福留君、末松君
川中君、布施君、松井君
お手伝いの皆様、ご苦労さまです。
渡辺君、木村(安)君
本日は行き届きませんが、宜しくお願いします。
吉田(武)君
４/９ 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「花の俳句 幽玄と『末期の目』からの旅立ち」
（水）

京都西北
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

４/１０
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京都桂川
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京都さくら
京都西山
京 都 東
京都伏見
京都洛西
京都紫竹

（木）

４/１１
（金）
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西
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俳人、第２３回 Bunkamura ドゥマゴ文学賞受賞者 恩田侑布子氏
「クラブ・デー 第６回クラブ・アッセンブリー」
「京都洛北ロータリークラブとの合同例会」（例会日時・場所臨時変更）
＊ビジター受付は平常通り
「春の家族例会」（例会日時・場所臨時変更）
＊ビジター受付はございません
「クラブ情報集会報告」
「故 中野康男会員追悼例会」
会員 内田昌一氏、津田純一氏
「日本とチベット 異文化を越えて」
チベット声楽家 バイマー・ヤンジン様
「京都北東ロータリークラブとの合同例会」（例会時間臨時変更）
＊ビジター受付はございません
「京都洛東ロータリークラブの思い出」
元会員 荒川清彦氏
「新会員ｽﾋﾟ—ﾁ」
岸上隆幸氏
「私の仕事 Part３」
会員 坂田基禎氏
「伝統の蹴鞠」
上田恒弘氏
「建築業界裏話」
会員 山内克己氏
「自己脂肪細胞由来 幹細胞による再生医療の現状」
会員 山岸久一氏
「ごみは意外に雄弁だ」
京都大学環境科学センター助教 浅利美鈴氏
「京都洛西ＲＣの歩み」
会員 加藤善彦氏
「第５回クラブ協議会 地区大会を終えて・会計報告と決算見込み」
「ロータリー留学から始まった日米間３０年のビジネスキャリア」
(株)オデッセイコミュニケーションズ代表取締役社長 出張勝也氏
「放送タレントという仕事」
放送タレント 中村薫様
新入会員ｽﾋﾟ—ﾁ「私にとっての祇園祭り−自己紹介に替えて—」
佛教大学歴史学部教授 八木 透氏
「きものあれこれ」
会員 小平真滋郎氏
「創立記念によせて」
会員 植松繁一氏、中井昌美氏
「未定」
江藤ゆう子音楽事務所代表 江藤ゆう子様
「第二のふるさと伏見に思いを寄せて」
前伏見区長 水口重忠氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

