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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「雑誌月間に寄せて」
１節にもロータリーの雑誌の購読の義務第２節に
雑誌委員会委員長 植野 清富

購読料の徴収が明記されています。
「ロータリーの友」を読む時は、季節感のある表

毎年４月はロータリー雑誌月間です。ロータリア
ンにとって貴重な情報源であるロータリー雑誌の
重要性を認識する特別月間です。

紙に感心しながら横組みから読みます。ただ漠然と
文章を追うだけでは時間もかかるし、目も疲れます。
次に縦組みは全国のクラブの活動が楽しく精力的

ロータリー雑誌には、国際ロータリーの公式機関
誌であるロータリアン誌と RI 理事会が承認した公
式地域雑誌があります。２００３年１月に創刊５０
周年を迎えた「ロータリーの友」は公式地域雑誌の
中では最も発行部数の多い雑誌です。各クラブで毎
月の初めに会員に配布されていると思われる「ロー

に動いている様子が表現されていて感心します。又
過去の「ロータリーの友」を改めて通読すると思い
がけない発見があったりして楽しいものですし、ロ
ータリアンにとって「ロータリーの友」はロータリ
ー活動に役立つ教科書であると思います。本は読ま
なければ本ではありません。

タリーの友」はあまりにも身近な存在であり、簡単
に入手する事が出来るので何となく軽く扱われて
いるかも知れません。
「手続要覧」の第１４条の第

-雑誌月間-

本日の例会 クラブ・デー

前回例会報告

開会点鐘
〔１２：３０〕
君が代斉唱
ロータリーソング♪ 四 つのテスト
会長挨拶
来客紹介
論文表彰
幹事報告
今月のお祝い
－広報フォーラム－ 担当：広報委員長 川勝 裕之君
閉会点鐘
〔１３：４５〕

会員数 78（31）名 出席者 57（17）名
ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 89.1％
ゲスト
0名
第 2280 回出席率 93.94 ％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

本日の会合
第１０回定例理事・役員会
例会終了後「平安の間」
京都東山 RAC‐ﾛｰﾀﾘｱﾝ卓話‐山本眞也会員
19：30～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」
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

次週の例会 ４月２１日（火）

於：東館２Ｆ「山城の間」

‐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

次週の会合
後期パスト会長会
例会前 11：00～「白川の間」
第５回次年度理事・役員会
例会終了後「平安の間」
第３回ロータリーサロン
18：00～南禅寺「八千代」

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

今までに出席されていない会員は必ずご出席ください。
なお、参加される方は、本日もしくは、近日中に、情報
委員会委員長中村翠嵐会員、または事務局までご出欠
のお返事をお願い致します。

今月 の お 祝
❁ １００％出席会員表彰
連続６年間 竹之内君
❁ 誕生日
吉田（良）君 １日 山中君 ６日
関根君 ９日
中川君２３日
森里君２７日
❁ 夫人誕生日
村田君夫人
森里君夫人
川中君夫人
橋本君夫人
横尾君夫人
山中君夫人
渡辺君夫人
末松君夫人
小山君夫人
中村（ ）君夫人
❁ 結婚記念日
福留君 ４日
中川君１１日
井上君１９日

明美さん
眞也子さん
喜美子さん
由花さん
絹子さん
登美子さん
敬子さん
幸子さん
久子さん
美恵子さん

柴田君 ４日
山田君１１日
岡武君２０日

山田君 ７日
吉田（武）君２６日

２日
２日
６日
１０日
１０日
１３日
２２日
２４日
２５日
２７日

小坂君 ７日
佐貫君１３日
小山君２６日

幹事報告
■例会時間変更

本日フォーラムが 13：15～13：45 にて、行なわれます。
例会終了時間が１５分延長されます。
■金沢南訪問報告

会員 20 名、夫人 5 名、留学生 2 名が、姉妹クラブ提携
４０周年記念例会に出席し、大変有意義な交流を図るこ
とができました。
■第

3 回ロータリーサロン
21（火）開催の「ロータリーサロン」は最終回です。

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 ＜3/31＞
ロータリー財団
計 30,000 円 累計 984,180 円
ロータリー財団協力会より。
松井君、谷口君
＊谷口会員は、今回の寄付にてポールハリス・フェロー
になられました。おめでとうございます。
米山記念奨学会
計 10,000 円 累計 778,000 円
お花見例会有難うございます。
郡君
＊3 月の寄付にて、小野会長は 5 回目、布施会員は１
回目の米山功労者となられました。おめでとうございま
す。
ニ コ ニ コ 箱 計 62,000 円 累計 2,459,100 円
本日のお花見例会親睦活動委員会の皆様ありがとうご
ざいます。
中村（翠）君、今井君、平野君、川中君
井上（武）君、本田君、松井君、今村君、小山君
鈴木君、小野君、谷川君、関根君、小森君、岩橋君
村岡君、吉田（武）君、中塚君、中西君、中川君
岡武君、布施君、谷口君、山田君
すばらしい桜を見に来ました。
柴田君、渡辺君
松下
櫻花欗漫
山中君、奥田君

ハーバード大学 歴史学部教授 アンドルー・ゴードン氏
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「日本との出会い：１９６９年夏の京都の思い出」
４/１５ 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん クラブ・デー「第 6 回クラブアッセンブリー」
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

４/１６
（木）

４/１７
（金）
４/２０
（月）
４/２１
（火）

京 都 南
京 都 北
京都洛北
京都洛東
京都桂川
京都 ﾓｰﾆﾝｸﾞ
京都さくら
京都西山
京 都 東
京都伏見
京都洛西
京都紫竹

西
野
中
安
京都西南
京都洛中
京都洛南
京 都
京都紫
京 都
京都平

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ H クラブ・デー
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH 「第５回クラブ・アッセンブリー」
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「日本画家 橋本関雪について」
白沙村荘 橋本関雪記念館 橋本眞次氏
第３０００回記念例会「思い出の数々」 裏千家十五代・前家元 （公財）ロータリー日本財団理事長 名誉会員 千 玄室氏
ﾌ ﾞ ﾗ ｲ ﾄ ﾝ H 「日本食と漬物」
㈱もり 代表取締役 森 義治氏
京都Ｈｵｰｸﾗ 「やってみなはれ！」
元ラグビー日本代表 同志社高校ラグビー部ヘッドコーチ なおかつ㈱代表取締役 中村直人氏
ｳｪｽﾃｨﾝ都 H 「世界へ羽ばたけ、日本の酒」
月桂冠㈱ 経営本部長付 部長 木戸公司氏
ｾﾝﾁｭﾘｰ H クラブ・デー 第 5 回クラブ協議会
京都Ｈｵｰｸﾗ※ -クラブ広報・雑誌・会報部門フォーラム-「未定」 地区広報・雑誌委員会委員 京都西南 RC 会員 玉城博和氏
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH★ 「クイックシートで英会話マスター」 クイック英語学院 代表 京都モーニング R.C.会員 北尾隆明氏
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ☆ 「故 羽田 実会員 追悼例会」
ｳｪｽﾃｨﾝ都 H 「春風をはこぶワインコンサート 2015」
例会時間臨時変更 17：00～ ※ビジター受付は行いません
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ～新会員スピーチ～
会員 岡田謙一郎氏・会員 高橋宗大氏
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH 「一休和尚の禅」
大徳寺塔頭 真珠庵 住職 山田宗正氏
ﾌ ﾞ ﾗ ｲ ﾄ ﾝ H （節食例会）第５回協議会「地区大会を終えて」
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「京都洛中での酒造りの歴史と文化」
佐々木酒造㈱ 代表取締役 佐々木 晃氏
ﾌ ﾞ ﾗ ｲ ﾄ ﾝ H 「京で漆で物造り」
漆工芸師 三木啓樂氏
京都Ｈｵｰｸﾗ 「女性からみたセクハラ・パワハラ」
(公社)右京納税協会 専務理事 清水㐂久子氏
ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞ H★ 「相続税はどうかわった」
税理士 浪速隆司氏
ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「ＢＩＯなライフスタイルのすすめ」 大阪商業大学経済学部講師、ＮＰＯ法人有機農業認証協会理事長 中塚華奈氏
京都Ｈｵｰｸﾗ 「創立３５周年記念例会・祝賀会について」
創立３５周年記念事業実行委員会
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「未定」
㈱若林仏具製作所 取締役相談役 京都洛北ＲＣ会員 若林卯兵衛氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

◆「クール（すばらしい）京都－京都の魅力－」◆
論文募集 最優秀賞

クール（すばらしい）京都 -もし京都で恋をしたら立命館大学政策科学研究科 林 祥偉 様
もし京都でまだ見ぬあなたと出会ったら、必ず一緒に
円山公園へ行って、枝垂桜の前であなたと一生の愛情
を誓おう。
もし京都であなたと出会ったら、必ず一緒に葵祭へ行
って、すべてが葵の葉で飾られた行列の一員として、下
鴨神社から上賀茂神社まで歩き続け、平安朝の優美な
古典美を楽しもう。
もし京都であなたと出会ったら、必ず一緒に祇園祭へ
行って、無病息災を祈願した山鉾巡行に参加したい。
もし京都であなたと出会ったら、必ず一緒に時代祭へ
行って、京の伝統の技を再現した豪華絢爛な行列で、
明治維新以降の生きた時代絵巻を鑑賞したい。
もし京都であなたと出会ったら、必ず一緒に清水寺へ
行って、清水の舞台で日の出を眺め、3 本の「音羽の滝」
から流れてきた名水を頂き、願いを叶えよう。
もし京都であなたと出会ったら、必ず一緒に京都御苑
へ行って、京都三珍鳥居のひとつである「厳島神社」に
立ち寄って、日本古代の文化を体験したい。
もし京都であなたと出会ったら、必ず一緒に竜安寺へ
行って、素晴らしい庭園文化を体験し、自然と人々の生
活が調和した都市景観を堪能しよう。
もし京都であなたと出会ったら、必ず一緒に「京都五
山送り火」を見に行く。東から西へ「大文字」、「妙法」、
「船」、「左大文字」、「鳥居」。京都特有の点火行事で、
暑い夏と「さよなら」を叫びたい。

4/7（火）
姉妹クラブ提携 40 周年記念
金沢南ロータリークラブ
「観桜会」訪問

もし京都であなたと出会ったら、必ず一緒に嵐山へ行
って、こっそりあなたと手をつなぎ、周恩来氏の「雨中嵐
山」の詩碑の前で、嵐山の四季の景色を楽しもう。
もし京都であなたと出会ったら、必ず一緒に菊乃井へ
行って、京都の美酒を飲みながら、懐石料理を頂き、日
本人の伝統的な食文化の魅力を満喫しよう。
未来のことはだれもよくわからないが、今住んでいる
京都市が本当に素晴らしいと私は、はっきり言えるだろ
う。京都は心で体感、心で感銘しなければならない都市
である。三大祭などの伝統行事、寺院の文化、四季
折々の自然な景色、美食美酒、歴史的建造物、自然と
共存する庭園、日本映画発祥の地、世界的文化交流。
これが、京都特有の魅力である。それこそが、私たちが
ここに来て、この町を好きになった理由だ。
市内の電車が少ないから困ることもあるかもしれない。
時には夏の蒸し暑さが苦しく感じられるかもしれない。
週末のバスが息苦しいかもしれない…だが、いつまでも、
この都市で過ごした日々を忘れたくない。また、様々な
国の人々が行き交う京都で新しく出会った友達と交流
することにより、他国の異文化を理解し、互いに勉強で
きることもこの町の魅力だと考えられる。
千年古都が、新しいものを受け入れ、古代文明と現
代文化が競演する。それが、「世界で最も魅力的な観
光都市」京都の秘密である。

3/3（火） クラブ・デー

～３月のスナップ～

米山奨学生 張 静楠さん
ご卒業おめでとうございます。
出席１００％、お誕生日お祝い
おめでとうございます。
3/10（火）
クラブ管理フォーラム

3/17（火）－新入会員スピーチ－
谷口浩三君・山田幸一郎君

3/31（火）
お花見例会
於：「鶴清」
3/24（火）－スピーチ－
子供地球基金会員 HEA イングリッシュ
代表 足立 英子様

