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「入会二年を過ぎて思うこと」

４７－３８

ときはお互いに励まし、時に叱咤しあい乗り越えて

会員 井上 正博
早いもので、東山ロータリークラブに入会して二

きました。幸せなとき、嬉しいときはその喜びを分
かち分け合いました。
京都マラソンの水の配布事業では大変なことも
ありましたが、帰って来られるランナーの方の姿を

年の月日が過ぎました。
この二年を振り返り思うことは、ただただ共に活
動する仲間に恵まれたことの僥倖です。

見て、自然と涙が溢れました。この感動を仲間と共
有できたことが幸せです。

様々な職業の方々が集まるロータリークラブで

年末の家族例会では人生初のコスプレに挑戦し、

は、自分の知らぬ世界に触れる機会が多くあります。

なんと、いい歳をした私がナース姿を披露しました。

ベテランの先輩方にも親しくお声掛けいただきま

意外に似合っているじゃないか、と肩を叩かれ驚い

して、あっと驚くような発見や、またロータリーの

た記憶があります。どちらも思い返せば充実した、

理念である「高い職業倫理のもとに行動する」とい

笑顔のこぼれる良い学びです。
先輩方から教えていただくロータリーの精神を、

う姿を経験として学びました。
私が今のように充実したロータリー生活を送れ

仲間とつくり上げていく友情と喜びを、私も後輩た

ているのは入会の時期を同じくした同期の仲間の

ちに伝えるべく、これからも活動してまいります。

おかげであります。村岡さんと中村さんには心から

浅学非才の未熟者でありますが、これからもご指
導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

感謝しております。
月並みな言葉ではありますが、辛いとき、苦しい

本日の例会

-雑誌月間-

前回例会報告

開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ 我 らの生 業
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
‐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
閉会点鐘
〔１３：３０〕

会員数 78（31）名 出席者 58（20）名
ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 86.6％
ゲスト
6名
第 2281 回出席率 92.31％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

本日の会合

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」

次年度委員長会議
例会終了後「平安の間」
京都東山 RAC‐ﾛｰﾀﾘｱﾝ卓話「石の話し」‐
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２８日（火）

於：東館 4Ｆ「葵殿」

-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

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

（ライトランチ）

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

第 10 回定例理事･役員会議事録〈4/14(火)開催〉
1． 前回議事録承認に関する件
2． 姉妹クラブ４０周年記念金沢南 RC 訪問、決算報告に関する件
(姉妹クラブ委員会)
3． 「クール京都」論文コンクール、決算報告に関する件
(国際奉仕委員会)
4． お花見例会、決算報告に関する件(親睦委員会)
5． 地区大会参加(4/12)に関する件
6． 第 3 回ロータリーサロン(4/21)開催に関する件
(ロータリー情報委員会)
7． 後期会長会(4/21、例会前)開催に関する件
8． 次年度委員長会議(4/28)及び次年度引き継ぎ協議会(5/19)開催
に関する件
9． 創立５０周年記念事業準備検討委員会での決定事項に関する件
10．５月プログラムに関する件
11．次回理事・役員会開催日時決定に関する件

幹事報告
■ 京都洛中ロータリークラブ創立

35 周年記念例会
4/25（土）京都ホテルオークラに於いて開催され、小野
会長、吉田幹事が出席されます。ごくろうさまです。
■ 2015 学年度米山奨学生・カウンセラーのためのオ
リエンテーション・懇親会
4/25（土）メルパルク京都に於いて開催され、2015 学年
度米山奨学生キムボラ様、カウンセラー井上（武）会員
が出席されます。ごくろうさまです。
【創立 50 周年記念事業実行委員長・副委員長決定】
去る 3/17(火)開催された 50 周年記念事業準備検討委員
会での決議案、「実行委員長に中村(翠)会員、副委員長
に小野・松井両会員を選任」について理事・役員会で審
議の結果、出席者全員の賛成を得て承認、決定されまし
た。
【クール京都論文結果報告】
応募件数 39 人
最優秀賞 林 祥偉様（中国）
優秀賞
張 春明様（中国）
馮 雨様（中国）
手代木 ナタレ・パトリシア様（ブラジル）
会長賞
ウィジャヤ シギット様(インドネシア)
賞 金
最優秀賞 5 万円、優秀賞 3 万円、会長賞 1 万円
応募者全員 図書券（2,000 円）

ＲＡＣ報告
【4/7（火）ＲＡＣ理事会】 中村（吉）RA 副委員長、山本
同委員が出席されました。ごくろうさまでした。
【4/14（火）ＲＡＣ例会】岡武 RA 委員長、山本、福川同委
員、小森会員が出席されました。ごくろうさまでした。

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜４/14＞
ロータリー財団
計 1５,000 円 累計 999,180 円
一助に。
渡辺君
井上正博さん、ありがとうございました。
福留君
ベネファクター基金積立
計 10,000 円／$84.75
累計 100,000 円／$847.46
一助に。
吉田（武）君
米山記念奨学会
計 1０,000 円 累計 788,000 円
一助に。
井上（武）君
＊4/14 の寄付にて井上武雄会員は１７回目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 8２,000 円 累計 2,541,100 円
今月お祝いの皆様おめでとうございます。
小森君、佐貫君、横井君
誕生日自祝。
吉田（良）君、中川君
山田君、吉田（武）君
祝創立記念日。
今井君、鈴木君、西尾君
小野君、中村（翠）君、布施君
結婚記念日自祝。
小坂君、井上(勝)君、小山君
佐貫君、山田君、中川君、福留君、岡武君
夫人誕生日自祝。
渡辺君、横尾君、小山君
中村（ ）君、橋本君
６年間１００％出席自祝。
竹之内君
清水さんお世話になりました。
岩橋君、横田君
金沢南 RC 姉妹クラブ提携 40 周年記念事業ご参加
の皆様おつかれさまでした。
清水君
松井さん先日は大変お世話なりました。 木村（安）君
小森さん大変お世話になりました。
郡君
川勝さん金沢大変お世話になりました。 郡君、山田君
佐貫さん、中村弘吉さん、渡辺さん先日は誠にありがと
うございました。
松井君
希望の風奨学金
計 5,000 円 累計 333,000 円
今月は雑誌特別月間です。「ロータリーの友」への投
稿をお願いします。俳句、川柳、随筆、小論文等何で
も結構です。
植野君

R.I 第 2650 地区 2014-15 年度 RLI ディスカッション・リーダー 岩橋忠昭氏
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「RLI とは」
4/22 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「日本初のアジア太平洋地区 ローターアクト会議ホスト」 直前地区ローターアクト代表 大亀靖治氏
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

4/23
（木）

4/24
（金）
4/27
（月）

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
4/28 京 都 西 南
（火） 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
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH※
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
ｳｪｽﾃｨﾝ都 H
ｾﾝﾁｭﾘｰ H
京都Ｈｵｰｸﾗ※
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH★
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ☆
ｳｪｽﾃｨﾝ都 H
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞ H★
ｾﾝﾁｭﾘｰ H
京都Ｈｵｰｸﾗ
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H

「天神さまと武家の信仰」
北野天満宮 宮司 京都北ロータリークラブ 会長 橘重十九氏
カメ
「インドネシア飲料水プラント設置起工式の為、例会変更」
＊ビジター受付はございません
「チベットの名言」
佛教大学 歴史学部 教授 小野田俊蔵氏
「京都を支えた先人たちの偉業～琵琶湖疎水～」
京都市長 門川大作氏
「写真家と本家尾張屋 16 代目 2 足のわらじ」
㈱本家尾張屋 取締役社長 十六代目当主 稲岡亜里子氏
「いけばな～春を感じて～」
華道家 池坊美佳氏
「日本食と漬物」
㈱もり 代表取締役
森 義治氏
「スーパーサースデー」
-会員スピーチ- 「当クラブのホームページと FB」
会員 内田勝彦氏
-会員スピーチ- 「日本のポリオ発症と根絶の経過、そして手術」
会員 太田和夫氏
「いのちの博物館～京都市動物園の歴史と役割」
元京都市動物園長 秋久成人氏
「新入会員スピーチ」
会員 木下泰一氏
「吉田山さくらの植樹」について
会員 伊東久重氏
～地区大会後クラブ・アッセンブリー～ 「～加口会長エレクトの新年度各委員長へのお願い～」
「育って良かった！と実感できるまちづくり」
京都市 副市長 藤田裕之氏
「クラブ広報の手法と ICT の活用について」
RI 第 2650 地区広報・雑誌委員会委員長 生駒 RC 会員 中谷裕二良氏
「クラブ広報の手法と ICT の活用について」
RI 第 2650 地区広報・雑誌副委員長 京都 RC 会員 木本和秀氏
「和食の料理人との新たな挑戦-海外招聘体験を活かして-」
京都国際観光大使 佐野惠子
「京都府の水産業について～豊かな海をいつまでも～」
京都府漁業協同組合 組織部次長 濱中貴志氏
「最近の経済情勢と株主重視の経営」
野村証券 ㈱京都支店 青野伸朗氏
「紳士・淑女の香りと付き合い方」
フレグランスアドバイザー 菊池朋子氏
「創立３５周年記念例会・祝賀会のため日時臨時変更」
＊ビジター受付は平常通り
「伏見吹奏楽のつどい開催の為、例会臨時変更」
＊ビジター受付は平常通り

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

