地区スローガン

あなたの善から、
グリーンはクラブカラー
みんなの善へ

- from Your Good
to Our Good –

MEETING ON TUESDAY 12:30
THE WESTIN MIYAKO KYOTO
Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan
Kanazawaminami

２０１４年５月１３日 第２２４０回例会 WEEKLY BULLETIN
「私の仕事」
会員 郡 正樹
広告代理店業をしております。現在の主たる仕事は
京都市交通局の指定取次ぎ代理店であり、地下鉄、バ
ス全般の広告を扱っております。京都で取次ぎ指定を
受けた会社で三番目に古い会社でもあります。
地下鉄、バスの媒体の種類としましては、ホームの電
照看板、中吊広告、地下鉄、バス車内のステッカー等
を扱っております。
ここ数年のインターネットの普及に対応して、バナー
広告や Web のサイトの製作等を承っております。
他の事業としましては、京都、滋賀エリアの宝くじ売
場の店舗製作及びメンテナンスを行っております。メン
テナンスにつきましては壁紙の張替え、Ｐタイルの張替
えから、ドア、シャッター等の故障対応、オートチェッカ
ー、ナンバーズ端末機の取付けまで多岐にわたって行
っております。
あとは、屋外看板の製作施工等を行っております。
私個人の日々の職域につきましては、もちろん社長業
が主たる活動業務でありますが、その中でもデザイン設
計と現場工務、立会いに時間を要する事が多いです。

本日の例会 クラブ・デー
開会点鐘
君が代斉唱
ロータリーソング♪ 奉仕の理想
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

〔１２：３０〕

クラブ・アッセンブリー 〜次年度引継協議会〜
例会終了後 ２Ｆ「比叡の間」

本日の会合
次年度インターアクト委員会 １１：３０〜「例会場前ロビー」
第１１回定例理事・役員会
協議会終了後「比叡の間」
京都東山ＲＡＣ－インターアクトとの交流会例会－
１９：３０～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」
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

デザインについては、交通広告の意匠デザイン、宝
くじの高額当選が出たときの看板のデザイン、宝くじ売
場の売場設計を行っております。
この連休には、売場のメンテナンス業務に追われて
いました。
これらの作業においては、何時間以内との時間の制
約があり、非常に緊張した現場作業になり、段取り、準
備不足がゆえにきつい現場となることが多いです。
デザインに関しては、やはり日々マンネリ化しないよ
うに工夫するように心がけております。その一環としまし
ては個展を見に行ったり、芸術家の作品を見たりと感
性を磨くようにしております。
あと、世の中のニーズ・トレンドをつねに意識してそ
の時々で求められているデザイン内容を反映するよう
に考えております。
最近は現場作業が多く、意見の違いから職人さんと
喧嘩することが多く、怒って現場から離れ頭を冷やして
また戻ったり、人間的にまだまだ未熟な部分があり、自
分は成長できていないなと思うことが多々あります。
そう思う反面、ロータリークラブで活動させていただ
いている中で会員の方々からの暖かいまなざしを感ず
ることもあり、自分は周りに助けられていることに感謝す
る毎日であります。

前回例会報告
会員数 83（34）名 出席者 60（22）名
ビジター 2 名
( )は出席率除外会員 出席率 00.00％
ゲスト
5名
第 2236 回出席率 96.97％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）
第 2237 回出席率 97.18％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ５月 ２０日（火）
〔１３：３０〕

則夫
富造
信五
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均
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４６－３９

於：東館４Ｆ「葵殿」

－スピーチ－「京菓子の意匠」
末富 若主人
同志社大学、大谷大学 非常勤講師
京都ＲＣ会員 山口祥二氏
クラブ・アッセンブリー 〜次年度予算案審〜

次週の会合
第６回次年度理事・役員会
新会員歓迎会

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「千草の間２」
１８：００〜「晴鴨樓」
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

事務局：〒605-0052 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 Mail. info@higashiyamarc.com

今月 の お 祝
❁ １００％出席会員表彰

■ 新入会員歓迎会ご案内

３４年間：小野君
連続３３年間：西村君
連続１２年間：薮下君
連続６年間：岸君、森里君
❁ 誕生日
谷口君 ３日
今井君 ５日
川中君 １１日
岡武君 １２日
塩路君 １６日
中村(吉)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
谷口君 ３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
村田君１７日
植野君 １９日
鈴木君 ２２日
川勝君 ３０日
村岡君 ３１日

新米山奨学生紹介
本日、新米山奨学生の 張 静楠（チョウ セイナン）
さんをお迎えしています。皆様、一年間よろしくお願い
いたします。
国籍：中国
在籍：同志社女子大学 人文科学科修士課程２年
専攻：日本語日本文化 日本語教育
期間：２０１４年４月１日～２０１５年３月３１日
カウンセラー：森 俊次会員

幹事報告
■ クラブ・アッセンブリー「次年度引継協議会」開催

本日例会終了後、２階「比叡の間」に於いて、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
委員長各位はご出席よろしくお願いいたします。
５/１４ 京
（水）

５/１５
（木）

５/１６
（金）

５/１９
（月）

５/２０
（火）

都 京都Ｈｵｰｸﾗ
ら ん ざ ん
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ H
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H
京 都 南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H※
京 都 北 ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京 都 洛 北 京都Ｈｵｰｸﾗ
京 都 洛 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都 H
京 都 桂 川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H
京都 ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※
京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH★
京 都 西 山 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ☆
京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都 H
京 都 伏 見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
京 都 洛 西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH
京 都 紫 竹 ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H
京 都 紫 野 ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京 都 中 京都Ｈｵｰｸﾗ
京 都 平 安 ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞ H
京 都 西 南 ｾﾝﾁｭﾘｰ
★ H
京 都 洛 中 京都Ｈｵｰｸﾗ
京 都 洛 南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H
京都西北
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

来週５/２０（火）午後６時より、奥田歓信会員、谷口浩
三会員の歓迎会を「晴鴨樓」に於いて開催いたします。
多数のご参加よろしくお願い致します。ご出欠のお返
事が未だの方は、親睦活動委員会または事務局へお
知らせください。
■ 第３回京都市内ＲＣ連絡協議会

会長・幹事会
１５日（木）１８：００～「ブライトンホテル」に於いて開催
され、杉﨑会長、小野会長エレクト、坂田幹事、吉田(武)
次年度幹事と、中村(翠)ＲＩ第２６５０地区ガバナー補佐
が出席されます。ごくろうさまです。
■ ＲＹＬＡ

ＲＩ第２６５０地区２０１３-１４年度ＲＹＬＡが、５/１６（木）
〜１８日（日）「奈良ロイヤルホテル」に於いて開催され、
受講者の野田裕太（のだ ゆうた）君とカウンセラーの森
新世代委員長が参加されます。ごくろうさまです。

■ 「2014-15

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
をご確認の上、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。

ＲＡＣ報告
【４/２２（火）例会】 岡武ＲＡ委員が出席されました。
【５/８（木）理事会】 竹之内ＲＡ委員長、山本・岸同
委員、福川会員が出席されました。
ごくろうさまでした。
ＩＡＣ報告
【４/２６（土）例会】 木村(安)インターアクト委員長、横
田・松井・布施・奥田各インターアクト委員が出席されま
した。ごくろうさまでした。
（別紙へつづく）

「超高齢社会日本−デンマークに学ぶもの−」
京都大学名誉教授、（公財）京都健康管理研究会理事長、会員 泉 孝英氏
「両洋の融合を起点とする日本画」
大阪成蹊大学・短期大学名誉教授、日展会員 澤野慎平氏
「新入会員スピーチ」
会員 井上和彦氏、嶋谷 正氏、時田 猛氏
「会員スピーチ」
森下久治氏
「京都観光の未来と課題」
京都市産業観光局 観光 MICE 推進室 室長 高畑重勝氏
「日本でもグローバル会計人材の育成を」
関西学院大学商学部 教授 平松一夫氏
「祇園祭りのゼニ勘定（南観音山の場合）」
(株)おたべ 顧問 酒井英一氏
「クラブ・デー」
「スマートフォンが変えるライフスタイルとその危険性」
(株)アルバス取締役 高田治樹氏
「台風１８号（平成２５年９月１６日）被害概要等について」
西京消防署警防課長 河合正三氏
「ある万葉びとの恋」 奈良大学文学部教授、国際日本文化研究センター客員教授 上野 誠氏
会員スピーチ「私の職業奉仕」
会員 和田・伊藤・明石・藤田・西野・久郷各氏
「ロータリーE クラブ雑感」
(株)フルコマ代表取締役社長、日本ロータリーE クラブ２６５０会員 古川正儀氏
「心踊るワインコンサート〜想いをひとつに〜」（例会時間臨時変更） ＊ビジター受付はございません
「筆記具業界と三菱鉛筆」
三菱鉛筆(株)国内営業部販社グループ係長 市川賢央氏
「クラブデザインあれこれ」
会員 伊藤哲雄氏
「クラブ・フォーラム」
「ハーバードの真実」
前京都経済同友会代表理事、京都北ＲＣ会員 田辺親男氏
「未定」
阿吽庵 さとしん治療院 院長 佐藤臣児氏
「外国語ではなく、みんな人間のことば」
言語交流研究所・ヒッポファミリ—クラブ研究員 河 恵子氏
「新しいクラブが生き抜くためには、どうしたらいいのか？」
地区ガバナー補佐 嵯峨法夫氏
「一人一人に合わせた新しい医療：統合医療」 明治国際医療大学附属統合医療センター長、教授 今西二郎氏
新会員スピーチ「ソムリエの話」 河内義之氏、「超構想ビルについて」 近江慎二氏、「ふるさと紹介〜Nautical な町〜『呉』」 井原浩二氏
「反社会勢力の動向と企業等防衛〜企業・個人をどう守るか〜」 （公財）京都府暴力追放運動推進センター 専務理事 竹下金男氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

同好会情報
ﾛｰﾀﾘｰほろにが会 ５/１３（火）１８：００～
｢ANA クラウンプラザホテル（旧：全日空 H）｣
特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜４/２２＞
ニ コ ニ コ 箱 計 81,000 円 累計 2,689,000 円
ニコニコ箱へ。
森川裕之様
久しぶりに、メーキャップに寄せていただきました。
京都東ロータリークラブ 道端 進様
森川裕之様、本日スピーチありがとうございます。
杉﨑君、吉田(武)君、今井君、渡辺君、小山君
川勝君、柴田君、谷川君、小森君、森里君、名筋君

道端さん、ようこそいらっしゃいませ。
小山君
野田裕太君、RYLA お願いします。
森君
塩路さん、ありがとうございました。中島君、吉田(良)君
川中様、先日は有難度う御座居ました。
薮下君
小野さん、ありがとうございました。
安澤君
連続５年１００％出席自祝。
村田君、竹之内君
夫人誕生日自祝。
村田君
ゲストとして山田さんをお迎えしました。
岩橋君
希望の風奨学金
計 3,000 円 累計 275,000 円
一助に。
西尾君

～４月のスナップより～
４/８（火）
クラブ・デー
出席 100％
お誕生日お祝い
おめでとうございます！
次年度第２６５０地区ガバナー補佐就任
新米山奨学生カウンセラー就任
よろしくお願いいたします。

４/８（火）
スピーチ
「RAC の事、焼き物のこと」
四代 諏訪蘇山様
４/１５（火）
広報フォーラム
担当 広報理事吉田武雄君

２０１３〜１４年度
RI 第 2650 地区 RYLA 受講生
野田裕太君

４/２２（火）
スピーチ
「割烹料理の魅力」
浜作三代目主人 森川裕之様

