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
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２０１５年１月１３日 第２２７１回例会 WEEKLY BULLETIN
「７２歳でようやくバカを悟った私」

４７－２５

イウェイ・テラス・京たんば」エリア内の

未年生 末松哲夫

「味夢の里」に商品を出店するお話を頂き、
先日勉強しに近江・栗東へ視察の為足を運

徒然なるままに

日暮し

畑にむかひて

いいかげんといった感じの土いじり。

びました。
そのせいか色々研究心と構想がふくら

種を蒔けば、実りを待つ。気楽でのんび
り暮しだと思うでしょうね。

み、希望と期待で日々勤しむ今日この頃で
す。

趣味でやるにはあまりにも手が掛かり「何
で作物を作るには、こんなに大変なのか、
もっと気楽に出来る方法はないか。」と考
えてばかりです。

美味しく出来た作物を上手く加工し、オ
ーガニックで安全・安心な商品を作り、お
望みの方に提供できる農園を目標に掲げ
頑張っております。

思い至った事を、失敗も恐れず周りを気に
せず土と戯れ、新鮮で安全な野菜を食する
孫達の顔を浮かべ自分も納得し、そして、
うなずきひたすら飽きなく続けてきまし

今、一番怖いのは自然 一番嬉しいのも
自然 です。
今後も自然と共存しながら土いじりを続
けていきます。

た。
平成２７年開通の京都縦貫道、道の駅「ハ

本日の例会 クラブ・デー
開会点鐘
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
閉会点鐘

〔１２：３０〕

会員数 78（31）名 出席者 54（16）名
( )は出席率除外会員 出席率 85.7％
第 2268 回出席率 93.85％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）
〔１３：３０〕

本日の会合
第 2 回次年度理事・役員会
京都東山 RAC-新年例会-

前回例会報告

終了後「平安の間」
19：30～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」

次週の例会 １月２０日（火）

於：東館４Ｆ「葵殿」

－ スピーチ －「未 定」
京都府保険医協会理事長 垣田さち子様

※RAC 新年例会はございません。

来週の会合
1/19（月）RAC 院内学級
13：00～「国立京都病院」
新年会
18：00～「有喜屋京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ店（B2F）」
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
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

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

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
連続１７年間
小森君
連続 ４年間
関根君
連続 ３年間
上村君、中川君、佐々木君
❁ 誕生日
薮下君 ５日 木村(安)君 １１日 渡辺君 １８日
村岡君 １９日 横田君 ２１日
坂田君 ２２日
小野君 ２６日
❁ 夫人誕生日
植野夫人
敏江さん
６日
横井君夫人
悠紀子さん １１日
小野君夫人
紀子さん
１４日
佐貫君夫人
知美さん
１７日
今村君夫人
みずゑさん ２０日
小原君夫人
綾子さん
２０日
本田君夫人
映子さん
２０日
大藤君夫人
綾子さん
３１日
平野君夫人
敬子さん
３１日
❁ 結婚記念日
今井君 １０日 小野君 ２０日 吉田(良)君 ２７日
第７回定例理事･役員会議事録〈1/6(火)開催〉
1. 前回議事録承認に関する件
2. 事業収支報告に関する件
・年忘れ家族会、新入会員・事務局員歓送迎会(親睦
活動委員会)
・台湾新竹 RC 創立 60 周年記念式典参加訪問(姉妹ク
ラブ委員会)
3. 第 2 回ロータリーサロン開催(1/27)に関する件(ロー
タリー情報委員会)
4. 第 4 回京都マラソン(2/15)ボランティア活動に関する
件(京都マラソン委員会)
5. 地区大会及び金沢南 RC 姉妹クラブ提携 40 周年記
念「観桜会」に関する件
１/１４

（水）

１/１５

（木）

１/１６

（金）

１/１９

（月）

１/２０

（火）

京

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

6. メーキャップ扱いの会合に関する件：次年度理事・
役員会
7. 2 月プログラムに関する件
8. 今後の事務局体制に関する件
9. RC2650 地区 2015-16 年度 地区委員就任の件
財団基金推進委員会 委員 本田 修造会員
インターアクト委員会 委員 福留 幸一会員
10. 次回理事・役員会開催日時決定に関する件
平成 26 年 2 月 3 日(火) 例会終了後

幹事報告
■第

2 回奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門新世代担当者会議
17 日（土）13：00～「京都平安ﾎﾃﾙ」に於いて、開催され
中塚青少年奉仕委員長が出席されます。ごくろうさまで
す。
■ 京都洛中ロータリークラブ創立３５周年記念事

業“千年の都を守るこころ‐おもてなしの防災
18 日（日）14：00～「龍谷大学 アバンティ響都ホール」
に於いて、シンポジウムが開催され小野会長、安澤国
際奉仕委員長が参加されます。ごくろうさまです。
■ 地区大会登録締切り

ご登録は本日中に親睦委員長へお願いします。登録
システムの関係上、締切日（16 日）を過ぎますと事前の
登録、取消しができませんので、ご諒承ください。
■金沢南 RC 姉妹クラブ提携 40 周年記念
「観桜会」

出欠のご連絡を本日中に姉妹クラブ委員長、事務局へ
お願いします。

同好会情報
スキー同好会
2/6（金）-8（日）木曽福島スキー場「J-HOUSE」
ロータリーほろにが会 1/20（火）18：00～「ﾚｽﾄﾗﾝ菊水」

「京舞について」
京舞 井上流 五世家元 井上八千代氏
「歳男放談Ⅱ」
会員 桂田明久氏、瀬戸達生氏、藤本 誠氏
「クラブ・デー」
「クラブ・デー」
「クラブ・デー」
新会員スピーチ
「矯正歯科と日本の未来」 山下和夫氏、「雑感（ロータリーに入会して思うこと）」 中島信也氏、「嗚呼、ぼくの青春放浪記」 上仲昭広氏
-新入会員スピーチ-「自己紹介」
会員 原田浩二氏
「クラブ・デー」
「仏像とは」
会員 柴田篤男氏
「クラブ・デー」第 6 回クラブ検討会、「RLI について」 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区 RLI 委員会 地区ディスカッションリーダー 京都西北 RC 会員 森定秀夫氏
-社会奉仕部門フォーラム担当委員会：社会・職業奉仕委員会
「葬儀式典の移り変わり」
洛王セレモニー㈱ 取締役創業者 京都洛東 RC 会員 北村寿朗氏
「上半期の反省、下半期の方針」
-ロータリー理解推進月間スピーチ-「ロータリー理解推進月間に因んで」
会員 橋本長平氏
例会臨時変更
＊ビジター受付は平常通り
「歳男放談」
会員 森田 清氏
(節食例会)「フィンランドでの流鏑馬」
高林素樹氏
新年祝儀
歳男スピーチ
「歳男放談」
会員 江谷 寛氏、篠田宏一氏、八木 透氏、森本隆康氏
新入会員卓話
会員 山本奈美氏
「文化財の保護と京都府の取り組み」 京都府文化環境部文化政策課 文化財・資料保全担当課長 平井俊行氏
「未定」
株式会社増田徳兵衛商店 代表取締役 増田徳兵衛氏
「新春 歳男放談」
会員 若山俊一氏、西川昌樹氏、野尻智美氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜1/6＞
ロータリー財団
計 60,000 円 累計 794,560 円
一助に
吉田（良）君、関根君
明けましておめでとうございます。
安倍君
皆様、明けましておめでとうございます。一助に。
城山君
新竹ロータリークラブ訪問の皆様、おつかれさまでした。
清水君
ロータリー財団協力会より。
谷口君
祝 新年
杉﨑君
*杉﨑 則夫会員は今回の寄付にて３回目のﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・
ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰになられました。おめでとうございます。
ベネファクター基金積立

計 10,000 円／$69

累計 70,000 円／$69
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
申し上げます。
吉田（武）君

米山記念奨学会
計 40,000 円 累計 649,000 円
祝 新年
杉﨑君
皆様、新年おめでとうございます。一助に。 城山君
明けましてお目出とうございます。後期も宜しくお願い
します。
小野君
明けましておめでとうございます。
安倍君

12/23（祝）

台湾新竹ＲＣ創立 60 周年記念式典訪問

ニ コ ニ コ 箱 計 104,000 円 累計 1,773,000 円
本年は「初夢」でお祝いさせていただきます。 安倍君
山の上での忘年会ゴルフお世話に成りました。植野君
今井さん、写真ありがとうございます。うれしい様で恥
ずかしい様で
中村（弘）君
松井さん 大変お世話になりました。
坂田君
岡武さん、お守りありがとうございました。母様。様子如
何ですか？
小林君
過日はありがとうございました。横田さん。
小林君
本日は、よろしくお願いします。
歳男岡武君
新竹ご参加の皆様おつかれさまでした。
渡辺君
おめでとうございます。
岩橋君
（吟詠）安倍呈風様、（舞）安倍壯風様、本日はありがと
うございます。
鈴木君、井上（勝）君、安澤君
小野君、西尾君、城山君、竹本君
大藤君、平野君、郡君、中西君
歳男、歳女の皆様、おめでとうございます。岡武会員ス
ピーチごくろうさまです。
今井君、井上（正）君
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
申し上げます。
竹本君、吉田（良）君、井上（勝）君
松井君、木村（安）君、中村（弘）君、小森君

