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

２０１５年３月３日 第２２７８回例会 WEEKLY BULLETIN
「クラブ管理運営委員会について」
クラブ管理運営委員長

渡辺 剛士

クラブ管理運営委員会の役割は、クラブを円滑に
運営するために行うあらゆる活動が含まれます。
我がクラブでは、親睦活動と出席、プログラム、会
報・記録、姉妹クラブ、ニコニコ箱の各委員会が担
当しています。
親睦活動委員会では、会員の親睦と交流を図るた
めに委員会で工夫して計画しています。今年度は夏
に家族会として伊勢神宮参拝を行い、年末の年忘れ
家族会では盛りだくさんの楽しい企画で皆さんに
楽しんでいただきました。これからはお花見例会や
ヤレヤレ会などがありますが、皆さんの参加をよろ
しくお願いします。
プログラム委員会では、委員長が女性ということ
もあり、今年度は女性の講師を中心に多方面から有
意義な話を聞かせていただいています。これからも
お楽しみください。
会報・記録委員会では、各委員長に寄稿してもら
い、月間のテーマにもとづいた意見などや各種案内
や告知などを欠席の会員にも伝わるよう週報とし
て作成しています。

-識字率向上月間本日の例会 クラブ・デー
開会点鐘
君が代斉唱
ロータリーソング♪ それでこそロータリー
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
今月のお祝い
閉会点鐘

以上、各委員長や副委員長、委員、皆さんが頑張っ
て活動していただいていますが例会だけではなか
なか親睦や友情が育まれるとは言えません、それ以
外の部分を補うためにも同好会の活動は重要です。
次週のフォーラムでは各同好会のリーダーに PR
をしていただき多くの会員の皆さんに参加してい
ただく機会ができればと思います。ロータリーで育
まれる友情はクラブの活動やプロジェクトを行う
大切な原動力となります。

〔１２：３０〕

会員数 78（31）名 出席者 54（19）名
ビジター 1 名
( )は出席率除外会員 出席率 81.82％
ゲスト
1名
第 2275 回出席率 97.10％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ３月１０日（火）
〔１３：３０〕

於：東館４Ｆ「葵殿」

－クラブ管理フォーラム－
担当：渡辺 剛士君 （＄100 万ﾗﾝﾁ）

次週の会合

第９回定例理事・役員会

第 2650 地区ガバナー
北河原 公敬

姉妹クラブ委員会では、台湾新竹ロータリークラ
ブと金沢南ロータリークラブとの交流のお世話を
しています。今年度は１２月に新竹ロータリークラ
ブの創立６０周年のお祝いに会員、夫人１４名で参
加しました。また、４月には金沢南ロータリークラ
ブとの提携４０周年を祝って金沢に行きます。皆さ
んの参加をお待ちしています。
ニコニコ箱委員会では、当クラブの奉仕事業を支
える重要な財源を会員の皆さんにお願いしていま
す、毎週ご無理をお願いしますが、楽しいメッセー
ジを添えてご協力よろしくお願いします。

前回例会報告

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

４７－３２

例会終了後「平安の間」

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

第４回次年度理事・役員会

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

例会終了後「平安の間」

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

ＲＡＣ報告

❁ １００％出席会員表彰
連続１９年間：岩橋君
連続 ２年間：福川君、布施君、中西君
❁ 誕生日
中島君 １日
小坂君 ５日 横尾君 ７日
山本君 ８日
植野君１２日 名筯君１３日
上村君２０日
井川君２２日 井上（勝）君２６日
松井君２７日
横井君２７日 竹之内君２７日
中塚君２８日
岩橋君２９日
❁ 夫人誕生日
中塚君夫人
陽子さん
６日
谷川君夫人
久子さん
６日
井上（勝）君夫人 和子さん
１７日
上村君夫人
智江さん
１７日
小坂君夫人
美子さん
１９日
鈴木君夫人
光子さん
２５日
柴田君夫人
多美子さん
３１日
❁ 結婚記念日
安澤君 １日
井上（武）君２日 横井君 ３日
奥田君 ６日
薮下君 ８日
中塚君 ９日
松井君１２日
森里君１８日
布施君２４日
今村君２４日
西村君２４日
小林君３０日

【2/24（火）ＲＡＣ例会】
岡武 RA 委員長、中西・山本・福川同委員、小森・橋本・
中川・関根会員が出席されました。ごくろうさまでした。

幹事報告
■ 2014

学年度米山奨学生終了式・懇親会
8（日）10：30～「メルパルク京都」に於いて開催され、
カウンセラー安澤国際奉仕委員長、米山奨学生 張
静楠さんが参加されます。ごくろうさまです。
■ お知らせ

*京都嵯峨野 RC ホームページ URL 変更
新 URL http://saganorc.server-shared.com/
*障がい者と企業のかけはし 2015 ご案内
日 時 2015 年 3 月 29 日（日） 午後 1 時～4 時
会 場 「メルパルク京都 5 階会議ホール」
主 催 京都西北ロータリークラブ
３/４

（水）

３/５

（木）

３/６

（金）

３/９

（月）

３/１０

（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

同好会情報
ロータリーほろにが会 ３/１０（火）18：00～「ﾚｽﾄﾗﾝ 菊水」

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜２/2４＞
ロータリー財団
計 10,000 円 累計 849,560 円
野球同好会の皆様のご健闘を称えて。
小野君
ニ コ ニ コ 箱 計 69,000 円 累計 2,155,000 円
山上直子様、本日スピーチありがとうございます。
関根君、小山君、西尾君
竹本昌生会員‘やましな栄誉賞’受賞おめでとうござい
ます。
井上（勝）君、今井君、吉田（良）君、渡辺君
中村（弘）君、中村（翠）君、小野君、磯田君、鈴木君
城山君、安澤君、小坂君、吉田（武）君、坂田君
やましな栄誉賞を受賞して
竹本君
京都マラソン給水ボランティア、皆様おつかれさまで
した。
清水君、吉田（良）君
マラソン小野会長の配慮に感謝。
杉﨑君
京都マラソン、無事完走できました。応援ありがとうござ
いました。
福留君
ガバナー杯野球大会、応援有難うございました！
来年は優勝だ！！
小森君、村岡君、谷口君
中塚君、山田君、布施君
野球部の皆様、ご苦労様でした。
柴田君
京都マラソン、ＲＣ野球、欠席おわび。
岩橋君
木村（茂）さん、先日ありがとう。
横田君
中西さん、本日のローターアクトの卓話「日本人の仕事」
よろしくお願いします。
岡武君
横尾さん、スピーチユニークでした。
井上（勝）君
希望の風奨学金
計 10,000 円 累計 210,000 円
一助に。
清水君
希望の風の一助に。
横田君

-新会員スピーチ-「京都定期観光バスの歴史」
脇 博一氏
「障がい者雇用の仕組みについて」 京都府商工労働観光部 総合就業支援室 障がい者雇用促進担当課長 野口礼子氏、「“障がい者と企業のかけはし２０１５”開催にあたって」 京都西北 RC 会員 東 信子氏
「日本語の力」
京都産業大学 文化学部 客員教授 友尾 豊氏
「京都洛西 RC との合同例会」
「醍醐寺三宝院開創 900 年」
京都朱雀 RC 会員 壁瀬宥雅氏
「風景、まち、建築について考えること」
建築家 大西麻貴＋百田有希/o+h 氏
「海を渡った織物-皇室とのご縁-」
㈱川島織物ｾﾙｺﾝ 織物文化館 館長 松村隆史氏
「ミシュランの星を獲得するまで」
一之舟入オーナーシェフ 京都平安 RC 会員 魏 禧之氏
「ローマは一日にしてならず」
会員 山口義治氏
「JAZZ Piano Solo 演奏」
Jazz Pianist 星山啓一氏
「税理士から見た税制の疑問点～海外の税制と比較して～」
税理士法人 みらい経営 代表社員/㈱みらい経営コンサルティング 代表取締役 京都南 RC 会員 神緒美樹氏
「京菓子に込められた日本の心」 ㈱笹屋伊織 取締役女将 ㈱イオリ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 取締役社長 京都観光おもてなし大使 田丸みゆき氏
「家庭集会のまとめ」
ロータリー情報委員長 井澤 豊氏
「海外における茶道への関心」
一般社団法人今日庵理事 ノートルダム女子大学客員教授 千 万紀子氏
「手書きで残そう私のひとこと」を成功させよう」 「誓いを後世に」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実行委員長 杭迫柏樹氏、「京都伏見 RC の東日本大震災復興支援の取り組みについて」 東日本大震災復興支援特別委員長 木下博之氏
京都嵯峨野 RC との合同例会の為、例会日変更
「低線量放射線を超えて：福島・日本再生への提案」 公益財団法人ﾙｲ・ﾊﾟｽﾄｩｰﾙ医学研究ｾﾝﾀｰ基礎研究部 ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ・生体防御研究室 室長 宇野賀津子氏
「右京区は納豆の古里」
NPO 法人ﾌﾛﾝﾃｨｱ協会会長 德丸國廣氏
「東日本大震災復興支援『私のひとこと』事業について」
㈱ﾋﾄﾐ 代表取締役社長 京都伏見 RC 会員 人見康裕氏
「私と日本の“現在”を考える」-歴史・文化、そして農業問題愛媛大学名誉教授 中川聰七郎氏
「植木屋雑話」
小島裕史氏
「京都におけるインバウンドの現状」
公益財団法人京都文化交流ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ国際観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ部 部長 赤星周平氏
「京料理」
学校法人大和学園 京都調理師専門学校 学園理事・校長 仲田雅博氏
『ソロコンサート“日本人に好まれたｶﾝﾄﾘｰ音楽”』
ﾗｲﾌﾞﾊｳｽ“ﾌｫｰﾜｰｽ”経営 ｶﾝﾄﾘｰ歌手 福原照晃氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

～２月のスナップ～
2/3（火） クラブ・デー

クラブ・アッセンブリー
「中間収支報告」

出席１００％、お誕生日お祝い
おめでとうございます。
2/15（日）
京都マラソン例会
給水ボランティア

2/10（火） 国際奉仕フォーラム

2/24（火）－ スピーチ －
「司馬さんと京都」
山上直子様

完走おめでとうございます。

おつかれさまでした。

