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集い」というタイトルで介護予防の為のシニア・

「敬老の仲間入りをして」

ファッションショーの事業委員長をやりましたが、
会員 佐貫 將一
私が東山ロータリークラブに入会させて頂いた

それ以来、老化抑制の為、いろいろなサプリメント
を補充しながら、アンチエイジングに努め健康に注

のが、１９８３年８月で、３９才の時でした。今年

意しております。

の１０月で満７１才になりますので、クラブ在籍歴

年はとりたくないと思いますが、気持ち良くかっこ

３１年になります。入会時、私より年下の方が３人

良く、素敵に年を重ねていきたいものです。老いは

おられたのですが、現在は「木村 茂」会員だけに

誰もが進む道なのですが、山あり谷あり、楽しい事

なりました。当時「会員数８５名、平均年令５４才」

ばかりではない道だけれども、年を重ねたなりに見

会員数は今と余り変わりませんが、年令が約１０才

えてくる景色もあります。力を抜いて楽しくロータ

増加しており、いよいよ我がクラブも高齢化の時代

リーライフを続けて行こうと思っております。

となって来ました。しかしながら私よりも活発で元

もう少しの間「数年」このチョイ悪おやじ「じいさ

気な年上の方がまだまだ多勢おられますので負け

ん」とゴルフ・麻雀・旅行にとお付き合いの程よろ

ずに人生を楽しみたいと思います。

しくお願いします。

日本は今、４人に一人は６０才以上という高齢化

最後になりましたが、先日７０才になった祝いに

社会、年をとって息子や娘のお荷物になるのは嫌だ

と末松会員と私に、会員の有志の皆様が大勢お集ま

と言う人は多いものの、年金や貯蓄のある分、むし

り頂き、古希ゴルフコンペと祝宴を盛大に催して頂

ろ若い人よりも元気で、パワーのあるお年寄りは多

き、紙面をお借りして厚く御礼申し上げます。

くいらっしゃいます。以前「生き生きシニア装いの

本日の例会 敬老のお祝い

前回例会報告

開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ それでこそロータリー
会長挨拶
来客紹介
米山奨学金授与
幹事報告
お祝品贈呈
−青少年奉仕クラブ・フォーラム−
担当 青少年奉仕委員長 中塚 浩君
閉会点鐘
〔１３：３０〕

会員数 78（31）名 出席者 60（19）名
ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 90.91％
ゲスト
0名
第 2254 回出席率 98.21％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

第１回指名委員会
第１回ロータリーサロン

第 2650 地区ガバナー
北河原 公敬

次回の例会 ９月３０日（火）

於：東館４Ｆ「葵殿」

ライトランチ
－スピーチ－「野球観」

元プロ野球巨人軍選手

㈲川長商建専務取締役 川中基嗣氏

次回の会合

本日の会合

２０１４－１５年度
国際ロータリー会長
ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン

＊９月２３日（火）は、祝日休会です

例会終了後「千草の間１」
１８：００～「八千代」

会長(理事) ·········· 小野
会長エレクト(理事) ·· 岩橋
直前会長(理事) ····· 杉﨑
副会長(理事) ······· 薮下
幹事(理事) ·········· 吉田
クラブ管理(理事) ···· 渡辺
(理事) ··· 横尾
広報(理事) ·········· 川勝
会員増強(理事) ····· 平野

富造
忠昭
則夫
清三
武雄
剛士
浩志
裕之
俊雄

情報集会第１組〈福留ﾘｰﾀﾞｰ〉

ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事)···· 福留 幸一
ﾛｰﾀﾘｰ情報(理事)···· 中村 翠嵐
親睦活動(理事) ····· 小森 直之
Ｓ．Ａ．Ａ．(理事) ···· 森里 秀夫
職業奉仕(役員) ····· 岸 弘祐
社会奉仕(役員) ····· 坂田 均
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治
青少年奉仕(役員) ·· 中塚 浩
会計(役員) ·········· 竹之内米貴

副幹事 ········· 郡 正樹
副幹事 ········· 上村 承生
副幹事 ········· 松下 明史
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 松井 信五
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 村田 好謙
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 中島 陽子
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 佐々木虚室
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 橋本 幸司
副会計 ········· 山本 眞也

１９：００～「晴鴨樓」
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

博君 ９７歳

山中 鍈一君 ８９歳

竹本 昌生君 ８６歳

大藤 光夫君 ８６歳

１０/７（火）迄に事務局へお申込みください。
■ 地域別職業奉仕担当者会議
２１日（日）リーガロイヤルホテルに於いて開催され、
岸職業奉仕委員長が出席されます。ごくろうさまです。

小原

晃君 ８４歳

吉田 良武君 ８３歳

ＲＡＣ報告

横井 康治君 ８２歳

鈴木 敏治君 ８１歳

今井 武男君 ８０歳

小林 一恵君 ７９歳

【９/９（火）例会】 岡武委員長、中村(吉)副委員長、
村岡・山本・井上(正)・福川各委員、橋本・関根・清水
各会員が出席されました。ごくろうさまでした。

磯田 好計君 ７９歳

稲本 初弥君 ７８歳

小山 信一君 ７７歳

井上

今村 晋平君 ７５歳

岩橋 忠昭君 ７５歳

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜9/9＞

谷川 博造君 ７５歳

植野 清富君 ７５歳

ベネファクター基金積立

〜敬老のお祝いの皆さん〜
大木

勝君 ７６歳

井上 武雄君 ７４歳

小野 富造君 ７４歳

横田 治男君 ７４歳

杉﨑 則夫君 ７３歳

横尾 浩志君 ７３歳

木村 安輝君 ７２歳

城山健太郎君 ７２歳

戸田 義高君 ７２歳

薮下 清三君 ７２歳

中村 翠嵐君 ７１歳

末松 哲夫君 ７１歳

佐貫 將一君 ７０歳
（２０１４年９月１５日現在）

幹事報告
■ 敬老のお祝い

７０歳を超え益々ご活躍の３０名の会員の方々に、
敬老の日に因み会員一同よりお祝い申し上げます。
今年から佐貫会員がお仲間入りされました。
■ 指名委員選挙報告
先週行われた指名委員選挙の結果は次の通りです。
会員総数７８名、投票総数５９票、有効票５９票、無効票０
票。選出された指名委員は、平野・本田・小森・中村(翠)・
坂田・渡辺各会員。尚、指名委員会は、上記６名に小野
会長、岩橋会長エレクト、杉﨑直前会長を加えた９名で
構成されます。
■ 「ロータリーの友」英語版
２０１４－１５年度版が１１月中旬に発行されます（年１
回）。１冊５４０円(税・送料込)です。購入ご希望の方は、
９/１７ 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「古文書からわかる事」
（水）

京都西北
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

９/１８

京 都 南
京 都 北
京都洛北
京都洛東
京都桂川
京都 ﾓｰﾆﾝｸﾞ
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）

９/１９
（金）

９/２２
（月）

京 都
京都紫
京 都
京都平

９/２３ （火）

西
野
中
安

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
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H※
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
ｳｪｽﾃｨﾝ都 H
ｾﾝﾁｭﾘｰ H
京都Ｈｵｰｸﾗ※
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH★
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ☆
ｳｪｽﾃｨﾝ都 H
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞ H★

同好会情報
そば会 １０/７（火） １８：３０

｢今長｣東山大和大路松原西入
計 10,000 円／$69
累計 20,000 円／$69

松井さん、今日は本当にご苦労様です。 吉田(武)君
一助に。
郡君
米山記念奨学会
計 7,000 円 累計 259,000 円
米山記念奨学への皆様のご協力をお願いします。
佐々木君
一助に。
橋本君
ニコニコ箱
計 46,000 円 累計 826,000 円
指名委員選挙 選挙管理委員の皆様、本日はご苦労
様です。
井上(勝)君、上村君、今井君
クラブ戦略策定フォーラム 松井委員長、本日はご苦労
様です。
布施君、今村君、薮下君、村岡君
吉田(良)君、森里君、関根君、小山君
村岡さん、本日のローターアクト例会でのロータリアン
卓話よろしくお願いします。
岡武君、福川君、小森君、渡辺君、郡君
錦織選手、夢を先にとっておいてくれてありがとう。城山君
ゴルフ同好会の皆様、ありがとうございました。夏空のも
と、楽しくゴルフできました。
平野君
ゴルフ不調の原因、痛風でした。次みておれ。谷川君
本日ほろにが、よろしくお願いします。
西尾君、戸田君、山田君、小山君
希望の風奨学金
計 10,000 円 累計 85,000 円
３年半が経過しましたが忘れずに!!
中村(翠)君

NPO 法人史料データ保存ネットワーク理事長 向坂正美氏
「言葉遣いについて」
会員 高宮輝千代氏
「クラブ・デー」
「災害に強いみちづくり」
京都市建設局土木管理課防災調査係長 中居圭二氏
「睡眠について～より良い睡眠のために～」
京都府精神保健福祉総合センター所長 土田英人氏
「タグラグビーを通して」
京都市立春日野小学校校長 池田一雄氏
新会員ｽﾋﾟｰﾁ「自己紹介」
藤田典生氏
「クラブ・デー」
「映像の世界『映画』 四季燦々・大阪城３D 上映」
京都映像連盟会長 中嶋 哲氏
「クラブ・デー 第３回クラブ討論会」
青少年奉仕部門フォーラム「育成型クラブを目指して」
㈱京都パープルサンガ代表取締役社長 今井浩志氏
「地区委員会とクラブの関係（会員増強について）」 地区会員増強・拡大委員 石松陽一氏
「ガバナー公式訪問所感」
ＲＩ第２６５０地区ガバナー 北河原 公敬氏
「根本を見る」 比叡山延暦寺一山慈光院住職、比叡山麓三宝莚住職、北マリアナ連邦サイパン市名誉市民 栢木寛照氏
「未定」
「『．ＫＹＯＴＯ』ドメインの活用について」 京都コンピュータ学院・京都情報大学院大学統括理事長 長谷川 亘氏
「ﾛｰﾀﾘｰ財団地区奨学金授与式、会員ｽﾋﾟｰﾁ」（例会場臨時変更）
＊ビジター受付はございません
「私のおもてなし」
フリーアナウンサー 山添美恵子氏
「ヴィアトール学園洛星高校ＩＡＣ海外研修報告」
「区民の安全を守る～地域力をアップして～」
中京警察署長、警視正 樋口文和氏
「クラブ・デー＆アッセンブリー ガバナー公式訪問に備えて」
-祝日休会-

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30
休会・臨時変更 25(木)桂川ＲＣ、さくらＲＣ(ビジター受付なし) ２６(金)東ＲＣ(ビジター受付なし) ２９(月) 平安ＲＣ (ビジター受付あり)

