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グリーンはクラブカラー 

 

「自分にけじめを付ける『ヤレヤレ例会』」 

 

親睦活動委員長 森里 秀夫 

 

「ヤレヤレ例会」の名称を考えると、上手く名付

けたものだと思う。それぞれの役割に情熱と時間を

費やし事業を進めていき、やっとの思いで年度の終

わりを迎える。「ヤレヤレ」の意味は、クラブ委員

の想いが詰まった温かいものを感じるのです。 

思い描く様に役割が果たせたと感じる人も、充分で

ないと感じる人も、気持ちを新たにして新年度に望

む、けじめを付ける例会だと考えます。 

私は、親睦委員長として役割を果たせたかと考え

ると、充分でない自分が居るのが歯がゆいです。 

委員長として年度が始まったときは、すべき事を 

理解しているつもりでしたが、月日が流れるにつれ、

やるべき事柄が見えてきて不十分な結果に成りま

したが、自分はその分成長したと感じられる事にま

た成ってしまったと反省して居ります。 

事業の種類によっては、一年前、いやそれ以上前

から準備をされてきた方もいらっしゃるでしょう。

そんな思いのこもった一年を少し振り返り、気持ち

を切り替える事の出来るヤレヤレ会にしたいと考

えて居ります。会報・記録委員会の協力で、一年間

撮り貯めた画像・動画を見ながら、互いの労苦を称

え合えるヤレヤレ会にしたいと考えていますので、

多くの方のご参加をお待ちして居ります。

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 則夫 
会長エレクト(理事)··· 小野 富造 
直前会長(理事) ····· 松井 信五 
副会長(理事) ······· 渡辺 剛士 
幹事(理事) ·········· 坂田  均 
クラブ管理(理事) ···· 岩本  一 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(理事) ··· 塩路  徹 
新世代(理事) ······· 森  俊次 

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 

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

副幹事 ·········· 中島 陽子 
副幹事 ·········· 岡武 和暁 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 川勝 裕之 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 関根 淳子 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 小森 直之 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 中川 公孝 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 上村 承生 
副会計 ·········· 郡  正樹 

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♪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 
「ＲＹＬＡに参加して」 2013-14年度受講 野田裕太君 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

第１２回定例理事・役員会 例会終了後「平安の間」 

今週の会合 ６/４(水) 

次年度クラブ管理運営委員会 １８：３０〜「キャメロン」 

 

前回例会報告 
会員数 82（33）名 出席者 54（19）名 ビジター 2名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 79.41％ ゲスト 0名 
第 2240回出席率 97.18％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

次週の例会 ６月１０日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

ライトランチ 

「日本画家 南正文先生を偲んで」（DVD） 

次週の会合 

次年度定例理事・役員会 例会終了後「千草の間２」 

次年度奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門・特別事業合同委員会 

１８：００〜「京料理直心房 さいき」℡541-8630 

京都東山ＲＡＣ－ボウリング例会－ 

  

２０１４年６月３日 第２２４３回例会 WEEKLY BULLETIN ４６－４２ 

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

Kanazawaminami 
 

地区スローガン 

あなたの善から、 

みんなの善へ 

- from Your Good  

to Our Good – 

 



 

 

今月のお祝  

❁１００％出席会員表彰 

連続２４年間 松井君 

連続 ２年間 松下君 

連続 １年間 奥田君 

❁誕生日 

杉崎君 １２日 西尾君 ２３日 知公君 ２８日 

布施君 ２８日 川勝君 ２８日 

❁夫人・夫君誕生日 

森君夫人 友理さん ６日 

関根君夫君 秀治さん １６日 

竹之内君夫人 尚子さん ２６日 

❁結婚記念日 

西尾君 １日 関根君 ４日 井川君 ６日 

中西君 ２６日 

幹 事 報 告  

■ヤレヤレ会ご案内 

 来る６月１７日（火）は、例会時間を臨時変更し、「ヤレ

ヤレ会」を開催いたします。本日ご案内をお配りしており

ます。多数皆様のご参加をよろしくお願いいたします。 

 ご出欠は、次週までに親睦活動委員または事務局へ

お知らせください。 

■ローターアクト地区大会 

 ６月８日（日）１０：００〜「金剛能楽堂」に於いて開催され、

竹之内ＲＡ委員長が出席されます。ごくろうさまです。 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  

【５/２７（火）例会】 

 竹之内ＲＡ委員長、山本・岡武・橋本各ＲＡ委員、 

郡・安澤・関根・中西各会員が出席されました。ごくろう

さまでした。

同 好 会 情 報  

第１回そば会 ６/３（火）本日 １８：３０〜 「今長」 

ﾛｰﾀﾘｰほろにが会 ６/１０（火）１８：００～｢京都ホテルオークラ｣ 

ゴルフ同好会６/２２（日） ９：１５集合 ｢亀岡カントリー｣ 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜５/２７＞ 

米山記念奨学会 累計 1,197,000円 

米山ランチ差額寄付 計 56,000円 

 計 10,000円 

一助に。 末松君 

ニ コ ニ コ 箱 計 47,000円 累計 2,864,000円 

おじゃまします。  

 京都ロータリークラブ 城守茂右衛門様 

本日、クラブ定款・細則改正のアッセンブリーを行い 

ます。 植野君 

定款改正に伴うクラブ・アッセンブリー 植野規定審議

委員長、本日はごくろうさまです。 

 吉田(良)君、今井君、横田君、小山君、佐貫君 

 布施君、上村君、清水君、関根君、稲本君 

 岩橋君、名筋君、柴田君 

新入会員歓迎会、ごくろうさまでした。 渡辺君 

新人歓迎会、ありがとうございました。 谷口君 

米子の一人立を祝。 末松君 

夫人誕生日自祝。 末松君 

結婚記念日自祝。 川勝君 

祝！バドミントン日本代表男子トマス杯制覇。 村岡君 

東山ロータリークラブがんばります。 中西君 

希望の風奨学金 計 5,000円 累計 308,000円 

植野委員長、本日はごくろう様です。 吉田(武)君 

６/４ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 新会員ｽﾋﾟ—ﾁ「私と年金記録の話」 德光耕嗣氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「食の大切さ〜豊かな食で健康な体〜」 フードコーディネーター 食育メニュープランナー 石井登子氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「２０１３−２０１４年度 RYLA に参加して」 ２０１３−１４年度 RYLA 受講生、アーバンシステム(株) 坂本芳章君 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「水と共に生きる」−水共生プランの策定と推進− 京都市建設局土木管理部河川整備課長 石塚 憲氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「グレースコンサート」 フルート 石坂美佳さん、ピアノ 仲本和香奈さん 

６/５ 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「夢と生命力」 会員 上西阿沙氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「日本文化はこれからどうなる？〜ビジネスの側面から〜」 合同会社 SARR（ｻ—ﾙ）代表執行社員 松田一敬氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「３９０年生きた唐紙の今」 唐紙師 トト アキヒコ氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「退任挨拶」 理事・役員 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「RYLA 報告」 2013−14 年度 RYLA受講生、(株)ジェイ・エス・ビー 青柳清香さん 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「取材記事と広告記事」〜雑誌作りの現場から〜 (株)union.a 代表取締役 「ハンケイ５００m」編集長 円城新子様 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「親睦月間に因んで」 直前会長 杉原隆郎氏、パスト会長 藤田博氏、伊藤義浩氏  
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ Ｆ＆F ﾃﾞｲ「英語落語」 笑笑亭英語落語クラブ会員 笑笑亭みぃ那（らふらふていみぃな 松下美那子）さん 

６/６ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「私の仕事：水回りのこと」 会員 影近義之氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「フリクション開発秘話」 (株)パイロットコーポレーション湘南開発センター 名古屋分室インキ開発グループ部長 千賀邦行氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「地区のロータリー青少年指導者育成プログラムについて」 会員 吉川裕丈氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「落語と私」 京遊亭三木治（きょうゆうていみきじ）氏（渡辺法衣仏具店社長 渡辺幹夫氏） 

６/９ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「消費者をめぐる最近の課題」 京都府民生活部消費生活安全センター センター長 奥村 功氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「博物館の展覧会をめぐる経済的事情」 京都文化博物館学芸課 学芸課長 畑 智子氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 音楽例会「午後のひととき」 ピアノ 高橋宏幸氏、ソプラノ 山本哲子さん、チェロ 辻 寛子さん  
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「IPS 細胞の基礎知識と可能性、研究所運営の課題」 京都大学 IPS 細胞研究所 国際広報室 渡辺文隆氏 
６/１０ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「ふれあい例会」 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「農業の六次産業化への参入」 根圏活力農法研究所 所長 北ノ坊純一氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「理事・役員 退任挨拶」 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～５月のスナップより～ 

5/13（火）クラブ・デー 
100％出席＆お誕生日のみなさま おめでとうございます！ 

5/20（火） 

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 

5/20（火）新会員歓迎会 於「晴鴨樓」 

5/13（火）新米山奨学生 

張 静楠（ﾁｮｳ ｾｲﾅﾝ）さん初来会 

みなさまよろしくお願いします！ 

5/27（火） 

前米山カウンセラーへ感謝状贈呈 


