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２０１５年３月２４日 第２２８１回例会 WEEKLY BULLETIN
「入りて学び、出でて奉仕せよ」の言葉に出会って
会報・記録委員会
委員長 中島 陽子
会員諸兄には日頃より週報への寄稿に際しまし
て、おいそがしい中原稿のご準備をいただき誠にあ
りがとうございます。わたくしの会報・記録委員長
としての役目も残すところ、３か月となりました。
皆様のおかげで順調に進めてまいったのですが、こ
こにきて気の緩みからでしょうか、１週見逃してし
まい、今回はわたくし自身が投稿させていただくこ
ととなりました。
よくロータリーって何？と聞かれることがあり、
なかなか的確な言葉が見つかりませんでしたが、こ
の言葉に出会ってこれぞ一言で表すにふさわしい、
わかりやすい言葉だと思いました。先輩諸兄の皆様
には耳慣れた言葉だと思うのですが、もしかして、
わたしと同じような経験をお持ちの方もいらっし
ゃるかも？と思い、これまでいただいた参考書の中
から引用させていただければと思います。
ロータリー運動の実体を、見事に表した言葉として、

４７－３５

「入りて学び、出でて奉仕せよ」
“Enter to learn, Go
forth to serve.”という言葉があります。世の中のあ
らゆる有用な職業から選ばれた裁量権を持った職
業人が、一週一回の例会に集い、例会の場で、職業
上の発想の交換を通じて、分かち合いの精神による
事業の永続性を学び、友情を深め、自己改善を図り
（入りて学び）、その結果として奉仕の心が育まれ
てきます。この例会における一連の活動を「親睦」
と呼ぶのです。例会で高められた奉仕の心を持って、
それぞれの家族、職場、地域社会に帰り、奉仕活動
を実践します（出でて奉仕せよ）。これが理想とさ
れるロータリー・ライフです。「今さら人に聞けな
い、わかりやすいロータリー改定第５版」より）
私自身いつも、例会での会員諸兄との何気ない会
話や、また理事会での議論を傍観しながら、推進力、
発想力、問題解決力などリーダーに求められる能力、
そして、なんともあたたかい東山ＲＣの友愛の精神
を学ばせていただいております。
残念ながら、まだまだ学んだことを実践できており
ませんが、せっかく学んだことなので、今後はもっ
と外へ出て（まずは家族・職場から）今の私に出来
ることから実践できればと思っています。

-識字率向上月間-

本日の例会
開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ 奉仕の理想
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
-スピーチ「子どもの幸せ-いろいろな場で出会った子どもたち-」
子供地球基金会員 HEA ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 代表 足立英子 様
閉会点鐘
〔１３：３０〕

前回例会報告
会員数 78（31）名 出席者 55（19）名
ビジター 1 名
( )は出席率除外会員 出席率 83.3％
ゲスト
0名
第 2278 回出席率 97.18％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会
-お花見例会- ３月３１日（火）１２：３０～

本日の会合
第４回次年度理事・役員会 例会前 11：00～「平安の間」
後期ｸﾗﾌﾞ戦略策定委員会
例会終了後「平安の間」
京都東山 RAC‐ﾛｰﾀﾘｱﾝ卓話‐19：30～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」
清水泰博会員「塗料と色彩について」
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

於：「鶴清」
京都市下京区木屋町五条上ル
075-351-8518

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

幹事報告
■ 次週はお花見例会

同好会情報

次週は、例会日時・場所を臨時変更し、３月３１日（火）
１２時３０分から「鶴清」に於いて開催します。
■ 地区大会
4/11（土）、12(日)は、ＲＩ第２６５０地区の 2014-2015 年
度地区大会が「ホテル日航奈良」「なら１００年会館」で
開催されます。ご登録がお済みの方には、名札をお配り
しますので、お忘れなきようご持参ください。
＝地区大会スケジュール＝
4/11(土)
13:30～15:30 会長・幹事・地区委員長会議(ホテル日航奈良)
会長、幹事、中村(翠)ガバナー補佐
本田地区財団資金推進委員長
17:00～19:00 R.I.会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
(ホテル日航奈良)
会長、幹事、中村(翠)ガバナー補佐
本田地区財団資金推進委員長
4/12(日)
10:00～11:30 新会員セミナー
(ホテル日航奈良)
谷口、山田各会員
10:00～11:30 青少年フォーラム
(なら 100 年会館)
東山高校インターアクトクラブ
中井知滉、成瀬太賀各会員
木村（安）インターアクト委員長
東山ローターアクトクラブ
田村和也、渡辺亜紀子各会員
岡武ローターアクト委員長
米山奨学生 張 静楠様
安澤国際奉仕委員長、中塚青少年奉仕委員長
11:30～受付
(なら 100 年会館)
12:45～プロローグ 春日舞楽
13:00～16:30 本会議
特別講話 千 玄室氏
記念講演 松平 定知氏
「現代に生きる戦国武将の知恵」
17:00～18:30 大懇親会
(ホテル日航奈良)

・軽音楽同好会 4/14（火）21：00～
「スタジオ 246（四条大宮）」
・野球同好会 練習日
4/21（火）14～18 時 「岡崎グランド」
4/25（土）14～18 時 「岡崎グランド」
・茶道同好会を発足しました。下記 5 名がお世話致しま
す。今後のご支援宜しくお願い申し上げます。
名称 「静友会」
会長 木村 安輝、幹事長 佐々木虚室
幹事 小森 直之、幹事 坂田 均
教授 関根 淳子
・ロータリーほろにが会 4/14（火）18：00～「ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ」

３/２５

（水）

３/２６

（木）

３/２７

（金）

３/３０

（月）

３/３１

（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

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜３/1７＞
ロータリー財団
計 5,000 円 累計 954,180 円
谷口さん 山田さんがんばって下さい。
福留君
米山記念奨学会
計 5,000 円 累計 758,000 円
一助に。
大木（博）君
ニ コ ニ コ 箱 計 67,000 円 累計 2,366,100 円
谷口浩三会員、山田幸一郎会員、本日スピーチご苦
労様です。 井上（勝）君、坂田君、小森君、小野君
今井君、中塚君、岡武君、川中君、安澤君
中村（弘）君、山中君、佐貫君、城山君
布施君、吉田（武）君、木村（安）君、村岡君
本日のスピーチ宜しくお願いします。
谷口君、山田君
谷口さん、山田さん。スピーチ楽しみにしています。
戸田君、渡辺君、中村（翠）君、上村君、郡君
家内誕生日自祝。
柴田君
誕生日自祝。結婚記念日自祝。
松井君
中村翠嵐会員叙勲お目出とう御座いました。 小林君
城山さんにお世話になって。
大木（博）君、渡辺君
渡辺さんにお世話になって。
大木（博）君
自祝。長女の高校合格！
岡武君

「これからのローターアクトー世代交代を迎えてー」
京都ローターアクトクラブ 会長 内畑加容子氏
「欠陥住宅との戦いーハウスメーカーは言えません！－」
会員 安芸達哉氏
「空調冷却水系の「レジオネラ症」防止について」 ダイヤアクアソリューションズ㈱ 藤本和富氏
「京都市政の現状と報告」
京都市会議員 小林正明氏
「利他的人間を目指して」
龍谷ミュ－ジアム 館長 入澤 崇氏
「東日本大震災における災害派遣～22 連隊 144 日間の活動～」
自衛隊京都地方協力本部長 一等陸佐 国友 昭氏
－新入会員スピーチ-「自己紹介」
会員 毛利泰巳氏
「会社従事業務周辺の雑談」
会員 木山 元氏
「スーパーサーズデー」
「未定」
児嶋 亨氏
-会員スピーチ-「社長になって 38 年」
会員 石田敬輔氏
「第 3 回はぐるま例会（会員親睦例会）
＊ビジター受付はございません
「休会」
＊ビジター受付は平常通り
「休会」
*ビジター受付はございません
「～社会奉仕クラブ・フォーラム～」
一般社団法人ＲＤＲＤサポーターズ患者代表 香取久之氏
「角倉了以とその一族」
角倉吾郎氏
「日本の教育の特徴-しつけから生涯学習まで-」 佛教大学教育部 教授 京都市男女共同参画センターウイングス京都館長 西岡正子氏
「京都紫野ＲＣとの合同例会の為京都ブライトンホテル」に臨時変更
*ビジター受付は平常通り
京都西ＲＣとの合同例会「日本語のコミュニケーション-環境と言葉」 京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科 教授 澤田美恵子氏
「回峰行のこころ」
比叡山延暦寺一山南山坊住職 北嶺大行満大阿闍梨 光永覚道氏
「クラブ・フォーラム」
「私の旅館経営」
㈱湯元館 代表取締役会長 利他グループ代表 針谷 了氏
「-新入会員スピーチ-」
龍村 旻氏 井筒平和氏
「故・玉井名誉会員追悼例会」
チャーターメンバー 林 甫氏 田平義昭氏 山仲修矢氏
旻旻旻旻

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

