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「入会２年半を過ぎて思うこと」 

 
       会員 中村 吉晴 

 

京都東山ロータリークラブ 45周年の年の 10月に

入会させて頂き、はや二年半が過ぎました。 

 入会一年目は、右も左もわからない状態でしたが、

宝ヶ池ファミリー駅伝をはじめ、京都マラソンボラ

ンティア、創立 45 周年記念式典、インターアクト

クラブ設立式典など数多くの事業に参加させて頂

きました。どれも心に残る思い出となっています。 

 二年目には、年末の家族例会で舞妓の姿で舞うと

いう貴重な体験をさせて頂きました。春の作陶と豊

国神社でのお茶会も昨日のことのように思い出さ

れます。 

 こうして瞬く間に三年目を迎えましたが、例会も

休まず出席することができ、本当に充実した時を過

ごすことができたと思います。素晴らしいクラブに

入会させて頂いたこと、尊敬する先輩方や気が置け

ない仲間に恵まれたこと、例会出席などを支えてく

れる家族・従業員がいてくれること、すべてに感謝

しなければなりません。 

 

 

先日、小野会長が「会長のひとり言」にお書きに

なっていたことに、「まず己自身が家庭においても、

職場においても、社会においても人として、ロータ

リアンとして範を示せる人格を育むこと」というく

だりがあり、ハッとさせられました。これからは、

クラブで学んだこと、ロータリー精神を、家庭や職

場、社会で役立てていかなければならないと思いま

す。 

 京都東山ロータリークラブ誕生の年に私も誕生

しましたので、クラブ創立 50 周年の年に私も 50 歳

になります。50 年を迎えるクラブの発展に置いて

行かれないように、少しは成長したロータリアンと

して 50 歳を迎えられるよう願っています。 

 

 

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 

 

本日の例会 米山ランチ 
開会点鐘 〔１２：３０〕 
ロータリーソング♪四つのテスト 
会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 
-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 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 
第 1 回ロータリーインフォメーション11：20～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」 
 

前回例会報告 

会員数 78（31）名 出席者 57（ 20）名 ビジター 0名 

 ( )は出席率除外会員 出席率  85.1％ ゲスト 2名 

第 2283 回出席率  97.10 ％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会 ５月２６日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

‐スピーチ- 

「音羽の山寺-清水寺と法嚴寺-」 

ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会  

 事務局長 鏡山 次郎 様 

クラブ・アッセンブリー ～次年度予算案審議～ 
 

次週の会合 
京都東山 RAC ボーリング例会 19:30～「ラウンドワン京都河原町店」 

   （河原町通三条下る西側） 
 

 

２０１５年５月１９日 第２２８７回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－４１ 

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 
 



 

 

第 11 回定例理事･役員会議事録〈5/12(火)開催〉 

議  案 

1. 前回議事録承認に関する件 

2. 次年度予算案に関する件 

3. 次年度引き継ぎ協議会(5/19)開催に関する件 

4. 新入会員候補者選考に関する件 

5. 新入会員入会に伴う職業分類の新設に関する件 

6. 新会員歓迎会開催に関する件 

7. 会員退会に関する件 

8. 出席規定適用免除申請に関する件 

9. 6月プログラムに関する件 

10. その他の事項に関する件 

報告事項・第 3回ロータリーサロンに関する件 

・後期会長会に関する件 

・次年度委員長会議に関する件 

11. 次回理事・役員会開催日時決定に関する件 

平成 27年 6月 2日(火) 例会終了後 

 

幹 事 報 告  

■米山ランチ   

本日は米山ランチを実施致します。会員諸兄姉、ビジタ

ー各位のご協力をお願い致します。 
■新入会員の第１回目のインフォーメーション 

２名の新入会員候補者の第１回目のインフォーメーショ

ンを本日例会前に行いました。 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【5/12（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。 

同 好 会 情 報  
・茶道同好会 5/26（火）「大徳寺聚光院」14：30～ 

・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 

 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜5/12＞ 

ロータリー財団 計 75,000 円 累計 1,194,180 円 

松井さん、大変お世話様になり有難うございました。 

 鈴木君 

長寿賞をいただいて 大木（博）君 

自祝８１才になりました。 今井君 

家内誕生日自祝 布施君 

一助に。 小森君、吉田(良)君、谷口君、坂田君 

ベネファクター基金積立 計 10,000円／$84.75 
 累計１1０,000円／$932..2 
孫が歩き始めました。自祝！ 吉田（武）君 

米山記念奨学会 計 65,000 円 累計 978,000 円 

本日米山奨学生、金ボラさんをお迎えして。 

 井上（武）君 

松井さん大変お世話様になり誠に有難うございました。 

 鈴木君 

長寿賞受賞自祝。 大木（博）君 

自祝。 今井君 

家内誕生日自祝。 布施君 

一助に。 植野君、本田君 

ニ コ ニ コ 箱 計 7０,000円 累計 2,708,100 円 

広報クラブフォーラム担当川勝委員長、本日はご苦労 

様です。 井上（勝）君、福川君、木村（安）君、横井君 

 竹之内君、佐貫君、安澤君、山田君、中村（弘）君 

今月お祝いの皆様おめでとうございます。 

 渡辺君、中塚君、今村君、坂田君 

出席表彰を受けて。 小野君 

出席表彰自祝。 西村君 

結婚記念日自祝。 川勝君、谷口君、村岡君、山中君 

 中村（翠）君、村田君 

家内誕生日自祝。布施君、城山君、中村（翠）、福留君 

誕生日自祝。 今井君、谷口君、岡武君、中村 ）君 

希望の風奨学金 計５,000円 累計 338,000円 

一助に。 布施君 

 

5/20 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「犯罪のない安全・安心なまちづくり」  京都府警察本部長 山下史雄氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん -京都嵯峨野ＲＣとの合同例会-「育成型クラブを目指して」 株式会社京都ﾊﾟｰﾌﾟﾙｻﾝｶﾞ 代表取締役社長 今井浩志氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH クラブ・デー 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 京都西北ＲＣとの合同例会の為、例会変更 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H クラブ・デー 

5/21 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ メンバースピーチ 「自分史とロータリー」小西清茂氏、「3 つが心和して」佐野剛一氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H -新会員スピーチ-「自己紹介」 会員 木曽耕一氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「落語と私～人間国宝 桂米朝師匠を偲んで」 京遊亭三木治師匠、渡辺幹夫氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「飛行機整備士の１日」 元全日空空輸㈱ 北谷一夫氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H クラブ・デー、第 9 回クラブ討論会 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「京の水と酒文化」 キンシ正宗㈱ 取締役 製造物流部長/利酒師（S.S.I 認定） 田中 明氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「日本さくらロータリー会 合同例会」開催の為、例会日時場所臨時変更→17 日（日） ＊ビジター受付はございません。 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「いわき桜ＲＣ１０周年に向かって」  会長エレクト 平田喜洋氏、ゴルフ同好会会長 越川哲也氏 

5/22 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H -クラブ創立記念スピーチ-「クラブ創立記念日に因んで」 会員 木下 收氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「ＲＬＩについて」  地区ＲＬＩ委員会ディスカッションリーダー 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ会員 北尾隆明氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「父の言葉・姉の事」  アンジュ・バレエ主催 稲垣直子事務所、稲垣志代美氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H クラブ・フォーラム「創立 25 周年にむけて」 

5/25 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 故米田力三会員・故秦 幸夫会員・故佐藤鐵夫会員 追悼例会  会員 津田佐兵衞氏、坂口博翁氏、西村尹男氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「松下幸之助のサービス哲学」  ＰＨＰ研究所 客員・松下社会科学振興財団評議員 谷口全平氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「私の夢-経験と出会いが育んだもの-」  翻訳・通訳業 北中千鶴氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ クラブ・デー アッセンブリ 

5/26 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ 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 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 春の会員懇親会のため例会時間・場所臨時変更 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「未定」  会員 林 甫氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

 


