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５月１２日 第２２８６回例会 WEEKLY BULLETIN
「入会２年半を過ぎて思うこと」
会員 村岡 正浩
２０１２年１０月から伝統ある「東山ロータリー
クラブ」に入会させていただき、早いもので２年半
が経とうとしております。あっという間の２年半で
した。あっという間すぎてロータリーのことは、ほ
とんど理解出来ていないですし、ロータリアンとし
ての自覚も全く身についておりません。たかが２年
半くらいで、そうなるものではないと思っています
し、そのうち身についていくものだと信じておりま
す。諸先輩方々、なが～い目で見てやってくださ
い！
いよいよ、次年度からは、理事役員会にも出席す
るような、新しい役目を委嘱され、我ロータリーク
ラブの内情？を少しずつ知り、学んでいかなければ
いけないと思っております。今までは、親睦委員会
の一員として、いろんな経験をさせていただき、親
睦の大切さを学びました。ある先輩が「親睦こそが
ロータリアンとして最も大切なもの」とおっしゃっ
ていたことに同感いたしましたし、これからも実践
していこうと思っております。見かけどおり私は、
あまり頭を使う分野は得意ではありませんが、体を

本日の例会 クラブ・デー
開会点鐘
〔１２：３０〕
君が代斉唱
ロータリーソング♪ それでこそロータリー
新世代育成基金奨励金贈呈
会長挨拶
来客紹介
奨学金授与
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〕

本日の会合
第 11 回定例理事・役員会
例会終了後「平安の間」
ＲＡＣ例会
ローターアクターの田村旭彦君の報告
「建築業（土木）について」
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

４７－４０

使う分野は得意中の得意です。セミナーなどへの参
加よりゴルフ、スキーの同好会への参加は、多少無
理してでも参加してきたつもりです。少しの無理で
クラブの先輩方や、他クラブの方々とも顔見知りに
なり、より親密になれたことは、大きな意味のある
ことだと思っております。また、今年度に入り、野
球同好会の発足に尽力できたことは、私自身にとっ
ては大変、有意義なものとなりました。今年で２６
回目を数える「第２６５０地区ガバナー杯野球大会」
に「京都東山ロータリークラブ」が出場したことは、
大げさだとは思いますが我クラブに新たな歴史を
刻んだのでは？と自負しております。中高年が、少
年に返り必死に白球を追いかける姿は、新鮮で想像
以上に楽しいものです。逆転負けした試合の悔しさ
は、数十年ぶり？の悔しさでした。野球好きな先輩
諸氏からの応援、激励も大変有難く嬉しいものでし
た。野球は、選手だけでなく応援、叱咤激励いただ
く会員さんとも一体になれる良さがあると思いま
す。来年度こそは、優勝して皆で喜びを分かち合い
たいと思っております。
今後も、ロータリーの事を少しずつ吸収しつつ、
同好会活動を楽しみながら親睦を深め、たくさんの
方々と交流していきたいと思っております。

前回例会報告
会員数 78（31）名 出席者 55（18）名
ビジター 1 名
( )は出席率除外会員 出席率 84.6％
ゲスト
1名
第 2282 回出席率 96.97％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ５月１９日（火） 於：西館３Ｆ「コスモスホール」
米山ランチ
-スピーチ- 「石の声を聞く」
古式特技法 穴太衆（あのうしゅう） 第 14 代目石匠
株式会社粟田建設 取締役会長 粟田純司 様

次週の会合
第 1 回ロータリーインフォメーション11：15～西館 3F「菊の間」
次年度引継協議会
例会終了後 西館 2F「比叡の間」
第 6 回次年度理事・役員会
次年度引継協議会終了後
西館 2F「比叡の間」

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

今月のお祝い
❁ １００％出席会員表彰
３５年間：小野君
連続３４年間：西村君
❁ 誕生日
谷口君 ３日
今井君 ５日
川中君 １１日
岡武君 １２日
塩路君 １６日
中村(吉)君 ２１日
❁ 夫人誕生日
布施君夫人
真弓さん
６日
福留君夫人
えりかさん
１２日
中村(翠)君夫人 通子さん
１３日
城山君夫人
多美子さん
１９日
坂田君夫人
裕美さん
２６日
❁ 結婚記念日
谷口君 ３日
小森君 ７日
中村(翠)君 ８日
小原君 ８日
山本君 １２日
山中君 １２日
村田君１７日
植野君 １９日
鈴木君 ２２日
川勝君 ３０日
村岡君 ３１日

新米山奨学生紹介
本日、新米山奨学生の金 ボラ（キムボラ）さんをお迎え
しています。皆様、一年間よろしくお願いいたします。
国籍：韓国
在籍：京都大学大学院 人間・環境学研究科
博士後期課程２年
専攻：人間・環境学研究科 共生人間学専攻
期間：２０１５年４月１日～２０１６年３月３１日
カウンセラー：井上武雄会員

幹事報告
■ 新入会員候補者の入会に向けて

この度、2 名の新入会員候補者を会員の皆様に開示し
たところ、意義申し立てが無かったので（2 週間内）、
両名の入会に向けての手続きに入る事を報告いたしま
す。

*5/19(第 1 回インフォメーション)
*6/2(第 2 回インフォメーション)
■ ＲＹＬＡ

ＲＩ第２６５０地区 2014-15 年度ＲＹＬＡが、5/15（金）
-17(日)「福井アカデミアホテル・学校法人金井学園」に
於いて開催され、京都東山ＲＡＣ会員の安倍禎一（あべ
よしひで）君、木村謙介（きむらけんすけ）君が受講され
ます。ごくろうさまです。

ＲＡＣ報告
【4/28（火）ＲＡＣ例会】
岡武 RA 委員長、
RA 副委員長、山本・村岡・
福川同委員、岩橋・小森・橋本・関根会員が出席されま
した。ごくろうさまでした。
【5/7（火）ＲＡＣ理事・役員会】
岡武 RA 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。

同好会情報
・野球同好会
練習予定 5/26（火）伏見桃山城グランド 14：00～
・そば会 6/23(火) 18:30～「今長」東山大和大路松原西入
・軽音楽同好会 5/12（火）21：00～スタジオ 123 にて
・ロータリーほろにが会 5/12（火）18：00～「京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ」

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜４/２8＞
ロータリー財団 計 105,000 円 累計 1,119,180 円
野球同好会のみなさまごくろう様でした。
福留君
一助に。
小山君、清水君、木村（安）君、薮下君
山中君、中塚君、
竹之内君、関根君、村岡君
米山記念奨学会
計 95,000 円 累計 913,000 円
門川市長ようこそ。卓話たのしみにしています。
中村（翠）君
一助に。
谷口君、奥田君、小山君
中村
木村（安）君、竹之内君、山中君

都 京都Ｈｵｰｸﾗ -新会員スピーチ-「東本願寺の歴史-烏丸の地に 400 年-」
5/13 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん クラブ・デー「次年度１回クラブ・アッセンブリー」
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

5/14
（木）

5/15
（金）
5/18
（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
5/19 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

会員 富田泰成氏

「金管三重奏」
京都産業大学神山交響楽団 寺田様、谷口様、三喜様
「インドネシア飲料水プラント設置起工式報告会」
「～Jazz Live～」
片山恵依子氏（VO） 角田 浩氏（P）
「トーセ流コラボ経営」
㈱トーセ 代表取締役社長 齋藤 茂氏
小野田俊蔵氏
「国際観光地としての京都の整備」
京都大学 名誉教授 京都東 RC 会員 長尾 真氏
クラブ・デー
「日本食と漬物」
㈱もり 代表取締役 森 義治氏
「ウクレレの話と演奏」
ISLAND MUZIC STATION 代表 森 嘉彦氏
「京都の文化財を守る！」
西京消防署 署長 梅垣浩久氏
-新入会員スピーチ「自己紹介」 増田雅一氏、「ありのまま」 松田宏和氏
「クラブ・デー」～日本さくらロータリー会 合同例会のスケジュール最終確認～
-会員スピーチ-「医療保険制度とレセプト審査」
会員 依田純三氏
-イニシエーションスピーチ-「職場紹介（介護老人保健施設）」
会員 大川原 徹氏
-新会員スピーチ会員 徳本正悟氏 中井里映子氏
-新会員スピーチ会員 秋田正人氏 桐木孝和氏
（節食例会）「京都市動物園 象の繁殖プロジェクト」
京都市文化市民局 動物園長 北区長 長谷川淳一氏
「御所人形師という仕事」
人形工藝御所人形師 伊東建一氏
「払拭」
会員 剛 山氏 京都国際観
「文化財の複製・復元」
㈱京都科学 製造部製造 2 課 係長 和久田優子氏
「京都市政の問題点」
京都市会議員 穏塚 功様 知覧 弘道
「未定」
「日本初のアジア太平洋地区ローターアクト 会議ホスト」RI 第 2650 地区ローターアクト副委員長 京都洛西 RC 会員 小山正博氏 ローターアクト代表 京都南 RAC 会員 大亀靖治氏
「未定」
会員 西川昌樹氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

ニ コ ニ コ 箱 計 47,000 円 累計 2,638,100 円
門川市長、東山ロータリーの皆様いつもありがとうござ
います。さくら RC 来年 10 周年です。よろしゅうに。
京都さくら RC 池田寿子様
京都市長門川大作様、本日スピーチありがとうございます。
今井君、杉﨑君、川勝君、竹本君
小森君、上村君、小野君、岩橋君
薮下君、鈴木君、渡辺君、谷川君
谷口君、布施君、関根君、稲本君
吉田（良）君、吉田（武）君
お世話になりありがとうございます。門川大作市長。
小林君
うれしい事がありました。
横尾君
川中様、先日は有難う御座いました。
薮下君
野球同好会 練習試合おつかれ様でした。 村岡君
本日の次年度委員長会議よろしくお願いします。
岡武君

～４月のスナップ～
4/14（火） クラブ・デー

出席１００％、お誕生日お祝い
おめでとうございます。

米山功労者
表彰おめでとうございます。

創立 50 周年記念事業
実行委員長
中村 翠嵐会員
2015-16 年度
幹事
岡武 和暁会員

留学生の皆様、おめでとうございます。

4/21（火） － スピーチ －
「世界の茶文化」
（株）福寿園 取締役 常務執行役員
吉永 清志 様

4/28（火）－ スピーチ －
「まち・ひと・しごと・こころの創生
～日本の精神文化の拠点都市 京都から挑戦～」
京都市長 門川 大作 様

