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「職業奉仕月間に因んで」 

 

職業奉仕委員長 岸 弘祐 

 

今年度、職業奉仕というロータリーの根幹を成す

理念のもと委員長という大役を仰せつかり一層 

身の引き締まる思いです。ロータリーに入会させて

頂いてから職業奉仕を意識するようになり、その結

果、生保業界でのボランティア団体に所属しました。

本年度はその団体における弊社の代表を務めさせ

て頂いております。先日も広島の被災地区でボラン

ティア活動をして参りました。そんな日々を送る中

で次週の職業奉仕フォーラムにお招きするクラリ

ネット奏者の「稲本 渡」さんに出会いました。 

稲本さんはご自身の音楽活動の傍ら、自発的に老

人ホームや養護施設の子供達の為にボランティア

で演奏をされておられます。お年寄りの方々や子供

達を笑顔にするために演奏されています。まさに、

職業を通じての奉仕を実践されておられるわけで

す。その想いは本年３月にお亡くなりになられ、同

じ音楽家でもあった稲本さんのお父さんから受け

継がれているそうです。 

稲本さんは音楽の本場であるオーストリアの国立

音楽大学を最優秀首席で卒業された新進気鋭のプ

ロの音楽家です。また、京都御苑での奉納演奏をさ

れた経歴もお持ちです。その音色は聞いておられる

方の心を和ませ、涙を浮かべるまでに至るとのこと

です。 

次週のフォーラムでは稲本さんのボランティア

活動にまつわる想いをお話し頂き、さらに演奏もし

て頂けることになっております。ゆっくりとお寛ぎ

下さりお聴き頂ければと存じます。

２０１４－１５年度 

国際ロータリー会長 

ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン 

 

第 2650 地区ガバナー 

北河原 公敬 

会長(理事) ·········· 小野 富造 
会長エレクト(理事) ·· 岩橋 忠昭 
直前会長(理事) ····· 杉﨑 則夫 
副会長(理事) ······· 薮下 清三 
幹事(理事) ·········· 吉田 武雄 
クラブ管理(理事) ···· 渡辺 剛士 

(理事) ··· 横尾 浩志 
広報(理事) ·········· 川勝 裕之 
会員増強(理事) ····· 平野 俊雄 
 

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 

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 

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♪友ら集いて 

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２回指名委員会 １１：４５～「竹の間」 

第４回定例理事・役員会 例会終了後「竹の間」 

前回例会報告 
会員数 78（31）名 出席者 60（20）名 ビジター 1名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 89.55％ ゲスト 1名 
第 2256回出席率 98.51％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会 １０月１４日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

ライトランチ 

−職業奉仕クラブ・フォーラム− 

 担当 職業奉仕委員長  岸 弘祐君 

次週の会合 
前期会長会 例会終了後「千草の間２」 

情報集会第２組〈川勝ﾘｰﾀﾞｰ〉 １８：００～「キャメロン」 

京都東山ＲＡＣ－ﾘﾚｰﾌｫｰﾗｲﾌⅢ－ 

 １９：３０～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」 

２０１４年１０月７日 第２２５９回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－１３ 

愉しもうロータリータイム（機会）  

育もうロータリーハート（精神） 

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

Kanazawaminami 
 



 

 

今 月 の お 祝 い  

❁１００％出席会員表彰 

連続２８年間：今井君、川中君 

連続１７年間：名筋君 

連続１５年間：本田君 

❁誕生日 

城山君  ３日  戸田君  ３日  小原君  ６日 

佐貫君 １１日  平野君 １３日  井上（武）君２４日 

奥田君 ２７日 

❁夫人誕生日 

安澤君夫人  多鶴子さん  ４日 

小林君夫人  和子さん  ６日 

山田君夫人  麻紀子さん  ７日 

西尾君夫人  恵子さん １２日 

戸田君夫人  和さん １４日 

❁結婚記念日 

横尾君 １日 吉田（武）君 ２日 渡辺君 ６日 

竹之内君８日 木村（茂）君１０日 中村（吉）君１０日 

谷川君 １２日 清水君 ７日 中村(弘)君２１日 

本田君 ２３日 

幹 事 報 告  

■第２期会費振込用紙配布 

本日、第２期分の年会費振込用紙をお配りしており

ます。次週の例会前に納入受付を設けます。 

■米山記念奨学会「豆辞典」 

米山月間にあたり、奨学事業について纏められた 

小冊子をお配りしています。ご活用ください。 

■ポリオ撲滅活動協賛 第６９回京都市内 24RC 

懇親チャリティゴルフ大会 

１１日（土）８：００～「琵琶湖カントリー倶楽部」に於いて 

開催され、平野・井川・井上(勝)・川勝・中塚・坂田・小森

各会員が参加されます。ご活躍を期待します。 

■お知らせ「第 25 回北河原公敬ガバナー杯野球大会」 
２０１５年２月２１日（土）・２８日（土）、予備日３月７日。 
京都市左京区「岡崎グランド」で開催されます。 

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 

ﾛｰﾀﾘｰほろにが会 １０/１４（火）１８：００～「ﾚｽﾄﾗﾝ菊水」 

軽音楽同好会ﾘﾊｰｻﾙ１０/１４（火）２１：００～「スタジオ２４６」 

ゴルフ同好会１１/２（日）９：３０集合｢ｸﾞﾗﾝﾍﾞｰﾙ京都 GC｣ 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜9/30＞ 

ロータリー財団 計 15,000円 累計 405,200円 

囲碁交流戦 南クラブに５対３で完勝、自祝。 谷川君 

一助にて。 小坂君 

米山記念奨学会 計 15,000円 累計 304,000円 

一助にて。 小坂君 

一助に。 川勝君、郡君 

ニ コ ニ コ 箱 計 84,000円 累計 955,000円 

京都東山ロータリークラブ会員皆様、本日はスピーカ

ーとしてお招き頂き有難うございます。 川中基嗣様 

川中基嗣様、本日スピーチありがとうございます。 

 渡辺君、小野君、平野君、竹本君、井上(武)君 

 坂田君、中村(翠)君、柴田君、佐貫君、小坂君 

 松下君、小森君、中村(弘)君、奥田君、横田君 

 横尾君、今村君、布施君、西尾君、鈴木君 

 谷川君、山田君、本田君、川勝君、今井君 

 小山君、関根君、岩橋君、城山君 

敬老のプレゼントありがとうございました。 植野君 

敬老会の素晴らしいプレゼントありがとうございました。 
 小林君 
銀ちゃん、知樹君誕生おめでとうございます。 
 村岡君、福川君、中村(吉)君 

長男誕生自祝。 井上(正)君 

リレーフォーライフ無事終了しました。ご協力ありがとう

ございました。 岡武君、中塚君 

希望の風奨学金 計 15,000円 累計 110,000円 

本日の情報集会、よろしくお願いします。 福留君 

一助に。 郡君、佐々木君

１０/８ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「美酒・美食の歓び」 日本ソムリエ協会会長 岡 昌治氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「クラブ・デー クラブ管理部門第３回クラブ・フォーラム」 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「フィランソロピーの現状」 京都産業大学経営学部教授 柴 孝夫氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「クラブ・デー」 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「クラブ・デー」 

１０/９ 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「人間都市京都とリニア」 京都大学名誉教授 高松 伸氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「きものを通して知る和文化」 ㈱西陣輝洸取締役会長、西陣和装学院学長、きもの研究家 毛利ゆき子さん 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「クラブ・デー」 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「出身と日本のちがい」 米山奨学生 ラハディアン ユスフ君 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「私の人生」 会員 德田正彦氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「米山奨学生スピーチ」 米山奨学生 郭 静さん 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「ボディビルと健康」 （公財）日本ボディビル・フィットネス連盟専務理事・審査委員会委員長、（学）九州医療スポーツ専門学校顧問 中尾尚志氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「青少年交換から１１年目の近況報告」2002-03 年度青少年交換派遣学生 中村志帆里さん 

１０/１０ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「柔道の現場より」 日本傳講道館柔道女子七段、国際柔道連盟ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ審判員 山﨑立実さん 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「新会員スピーチ」 宮本恵伸氏、永井 剛氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H -休会- ＊ビジター受付はございません 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「米山奨学生スピーチ」 米山奨学生 廖 于晴さん 

１０/１３ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H -祝日休会- 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H -祝日休会- 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ -祝日休会- 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ -祝日休会- 

１０/１４ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H -休会- ＊ビジター受付は平常通り 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「平成２６年度防衛白書の概要」 自衛隊京都地方協力本部本部長 國友 昭氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「日本の絆～私の留学生活～」 米山奨学生 劉 嘉碩さん 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～９月のスナップ～ 

９/２（火）クラブ・デー 

Ｒ財団ＰＨＦ表彰、 

米山功労者表彰、 

出席１００％＆ 

お誕生日お祝い、 

おめでとうございます！ 

９/９（火）クラブ戦略策定フォーラム 

担当 松井クラブ戦略策定委員長 

９/１６（火） 

―敬老のお祝い― 

おめでとうございます！ 

９/３０（火）―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 川中基嗣様 

９/１６（火）青少年奉仕クラブ・フォーラム 

担当 中塚青少年奉仕委員長 

インターアクト海外研修報告 

福留地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員 

ゲストのＮＰＯ法人山科醍醐こどものひろば 

    朱 まり子様 特別事業「地域の子どもたちに歓声と笑顔の一日を」でお世話になります。 


