
 

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 

 

 

創立 25 周年記念事業 

「花の廻廊」の実施について思うこと 
     

チャーターメンバー 吉田 良武 

 

クラブ創立当初から、記念行事の重要さについて

は良く承知していたが、多くの候補から熟考し、結

局は２件が提案された。一つは念願の子クラブ創立

であり、もう一つが「花の廻廊」の実施であった。

ただ最終的に子クラブ洛東ＲＣが、諸事情により

63 年 6 月に二階建てのクラブとして認証されたた

め、25 周年の記念事業は「花の廻廊」一本に絞ら

れた。 

樹木の種類などの意見をアンケート式に求めた

結果、圧倒的に支持されたのがしだれ桜であった。

だが希望通りには行かず、しだれ桜だけではダメと

行政の方から押し切られ、桜・紅葉・柳、その他の

混植でなければとの条件をつけられたのである。 

 

植栽場所は鴨川堤の東岸、東山ＲＣのテリトリー内

で、五条通から七条通り迄（旧京阪電鉄鴨東線地下

化の跡地）となり、しだれ桜を中心に紅葉や柳、雑

木などが景観よく配置された。 

総事業費は２７００万円（決算報告書による）。

総括委員長説田会員以下全員が一丸となり成し遂

げた事業で、「東山ＲＣはやる時はやるんだ」とい

う伝統を守ったものと言えよう。 

記念事業は前年度より組織体制を整え、準備年度

は会長エレクト（吉田）が、実施年度は武田会長が

担当する事と成り、説田会員は前後 3 年を受持つロ

ングランであった為、大変な労力を費やされた事と

拝察する。 

また、事業の竣功に際し、植栽樹木の安全を願う

祈願祭を奉仕した事が、私にとって一番の良き想い

出になっている。

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 

-識字率向上月間- 

本日の例会 お花見例会 

開会点鐘 〔１２：３０〕 

ロータリーソング♪これでこそロータリー 

会長挨拶 

来客紹介 

幹事報告 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

前回例会報告 

会員数 78（31）名 出席者 55（17）名 ビジター 2名 

 ( )は出席率除外会員 出席率 85.9％ ゲスト 1名 

第 2279回出席率 95.59％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 

 

次週の例会  

※次週 ４月 ７日（火）は休会です。 

姉妹クラブ提携４０周年記念 

金沢南ＲＣ夜間例会「観桜会」へ参加の為 

２０１５年３月３１日 第２２８２回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－３６ 

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 
 



 

 

幹 事 報 告  
■金沢南ロータリークラブ姉妹クラブ提携４０周

年記念事業 

4/7（火）金沢南ロータリークラブ夜間例会「観桜会」へ

出席致します。ご登録いただいている皆様、よろしくお

願いします。なお、次回の例会は、4/14（火）です。お

間違いのないよう、ご注意ください。 

＝スケジュール＝ 

４/７（火） １２：３０出発＝名神・北陸自動車道（途中休

憩）＝１６：００頃ホテル日航金沢着チェックイン＝１７:０

０～受付 つば甚 合同例会・懇親会＋＋タクシー移

動＋＋二次会 ホテル日航金沢３０階「プライベートル

ーム」  

４/８（水） ９：３０ホテル日航金沢出発＝１０：００東茶屋

街散策＝１１：３０近江町市場散策（各自昼食）＝１３:３

０北陸自動車道・名神（途中休憩）＝１７:００頃ウェステ

ィン都ホテル着（※2日目の行程については予定です） 
 

『金沢南ロータリークラブと締結』 

1975年 4月 1日、京都の文化の流れをくむ、そのテリト

リーの地形もよく似た金沢南クラブと、姉妹クラブ特別

委員長（諏訪蘇山会員）の努力により締結され、以来

数々の活動により親交を深めて来ました。 

 
■第４期会費振込用紙 

本日、第４期分の年会費振込用紙をお配りしており 

ます。次回 4/14（火）の例会前に納入受付を設けま

す。 

■新事務局員 松廣暁美さん 

4/6（月）より新しい事務局員（パート）として勤務されま

す。会員の皆様、よろしくお願い致します。 

 

同 好 会 情 報  

・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」 

・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」 

 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜3/24＞ 

米山記念奨学会 計 10,000円 累計 768,000円 
人生の師。南クラブパスト会長の小竹様にお越しいた

だいて。 小野君 

ニ コ ニ コ 箱 計 31,000円 累計 2,397,100円 

小野会長様のご活躍振りを拝見しに参りました。よろし

く。 京都南ロータリークラブ 小竹 治様 

足立英子様 本日スピーチありがとうございます。 

 戸田君、今井君、渡辺君、山中君、中村（翠）君 

 佐貫君、吉田（武）君、山本君、川勝君、谷口君 

皆様のおかげをもちまして、京の老舗の仲間入りをさせ

ていただきました。 西尾君 

川勝君、先日は大変お世話になりました。 小野君 

山本さん、川勝さんに感謝！ 平野君 

2年連続 100％出席自祝。 福川君 

希望の風奨学金 計 4,000円 累計 328,000円 

一助に。 吉田（良）君、小山君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/1 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ -新会員スピーチ-「私のホテルマン人生、ホテリエとしての 50 年」 辻 弘嗣氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「山寺からのメッセージ」 岩屋山 志明院 住職 田中眞澄氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「会報委員会の流れ」 クラブ会報・雑誌委員会委員長 会員 田村善弘氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「悪質商法の手口と対処法」 消費生活専門相談員 山本博美氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「博物館で探る人の知恵のありかた」  京都大学総合博物館 館長 大野照文氏 

4/2 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「新たな燃料電池自動車（ＦＣＶ）と京都発電気自動車（ＥＶ）への期待」 四国大学学長 京都大学名誉教授（元副学長） 松重和美氏 

 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「土地価格の仕組みと今後の地価動向」 ＺＥＮ不動産鑑定 代表、不動産鑑定士 山下善彦氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 例会変更 ＊ビジター受付はございません 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「桜 見に行かん」 会員 戸川隆博氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「乳癌について～疫学・診断・治療～」  京都桂病院 乳腺科副部長 上原正弘氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ -会員スピーチ- 「未定」秋元時男氏、「未定」飛彈富久氏、「77 歳にしてはじめて入院、手術を受けて」中坊四郎氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「釜の美と鑑賞」  千家十職釜師 十六代 大西清右衛門氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「新入会員 木下泰一君 入会式及び歓迎例会」 

4/3 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「Ｒ．Ｉ．が提唱している広報手続について」 R.I.第 2650 地区広報・雑誌委員長、生駒ＲＣ会員 中谷裕二良氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「感謝と思いやり？」  元祇園甲部芸妓のＪＡＺＺ Singer MAKOTO 氏 

Shi  
 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「琳派-華麗なる美の系譜-」  細見美術館 館長 細見良行氏 

 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「ミャンマーミッション報告会」 

4/６ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 新入会員スピーチ「嵯峨野観光鉄道の事業について」  会員 森 泰藏氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 例会日時場所・時間変更  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「お花見例会 音楽例会～春に寄せて～」開催の為、例会変更  ＊ビジター受付は平常通り 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「衆議院選挙の思い出とこれからのビジネスについて」  会員 上中康司氏 

4/７ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「マンホールクイズこれらは、どこの県？」  池上 修氏、池上和子氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「未定」 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「パワースポット・ハワイについてと私の不思議体験」  フラダンスインストラクター 古川貴子氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

４月 の プ ロ グ ラ ム  

７日（火） 休会（金沢南ＲＣ訪問） 

１４日（火） クラブ・デー 

２１日（火）‐スピーチ- 

「世界の茶文化」 

    株式会社福寿園 取締役 常務執行役員 

吉永 清志 様 

２８日（火） -スピーチ- 

「日本の未来のために」 

～日本の精神文化の拠点都市 京都から挑戦～ 

人口減少社会を超えて こころの創生へ 

京都市長 門川 大作 様         

       （ライトランチ） 

 

 


