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『クラブに「個性」と「憧れ」を！』

MEETING ON TUESDAY 12:30
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２０１５年９月１５日 第２３０３回例会 WEEKLY BULLETIN

４８－１１

「敬老の日によせて」
ロータリークラブで教わったこと

んだ違和感がありましたが、その私も、いつ
の間にか二十九年の歳月が過ぎました。
入会四年目の最終例会で、SＡＡの谷川博
会報・記録 副委員長 今井 武男
造さんがスピーチされました、「ロータリー
の役は面倒くさがったらあきません、その気
やめる理由も、今のところ見つからないの
でやらんと」。ご本人には聞いておりません
でクラブに在籍しています。事業不振や転倒
が、余程 SAA の役が大変だったのでしょう。
で車椅子、友達ができず居心地が悪いなど退
会の理由はいろいろとあります。よく考えて
その言葉が、次年度にソングリーダーを引き
受けた私の脳裏に強くインプットされまし
みますと、理由がないというのがいかに幸せ
た。以来、ニコニコ箱、親睦、SAA、プログ
なことであるかがわかります。
ラム、会報などの役が回ってきました。判っ
ロータリーには、水を得たお魚のようにク
たことは、「その気」というのは、つまらな
ラブに馴染んでいる方が沢山おられます。世
い事を面白い事に変換するエネルギー源だ
話好きな方、人柄のよい方、何事にもプラス
ということです。八十一歳を過ぎた今こそ、
指向の方。クラブの発展に寄与されている
方々です。ところが、どう見てもクラブの水
谷川語録の出番だと今から楽しみにしてい
ます。
に会わない方、どのようなお気持ちで入会さ
高名なコラムニストが申された。「生きる
れたのかなと、不思議に思うことがあります。
ということは、お迎えまでの暇つぶし」
私などが、そのよい例です。最初は、迷い込
前回例会報告

-基本的教育と識字率向上月間-

本日の例会
開会点鐘
ロータリーソング 虫のこえ
会長挨拶
来客紹介
敬老のお祝い
幹事報告
-スピーチ-

〔１２：３０〕

* ９月２２日（火）は休会です。

次週の例会 ９月２９日（火）
小坂 文夫君
小林 一恵君
〔１３：３０〕

閉会点鐘

本日の会合
RAC 院内学級

２０１５－１６年度
国際ロータリー会長
K.R.ラビンドラン
第 2650 地区ガバナー
中澤忠嗣

13：40～
「国立京都病院」
会長(理事) ·········· 岩橋
会長エレクト(理事) ·· 渡辺
直前会長(理事) ····· 小野
副会長(理事) ······· 戸田
幹事(理事) ·········· 岡武
クラブ管理(理事) ···· 木村
(理事) ··· 薮下
広報(理事) ·········· 岸
会員増強(理事) ····· 坂田

会員数 77（29）名 出席者 55（18）名
ビジター 1 名
( )は出席率除外会員 出席率 83.3％
ゲスト
0名
第 2299 出席率 98.51％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

忠昭
剛士
富造
義高
和暁
安輝
清三
弘祐
均

東館４Ｆ「葵殿」

-スピーチー
「日本経済の現状と今後の方向は」
株式会社帝国データバンク
代表取締役社長 後藤 信夫様

次週の会合
9/29（火）情報集会第 1 組

ﾛｰﾀﾘｰ財団(役員) ···· 清水 泰博
ﾛｰﾀﾘｰ情報(役員) ···· 稲本 初弥
(役員) ·· 山本 眞也
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 中島 陽子
職業奉仕(役員) ····· 吉田 武雄
社会奉仕(役員) ····· 郡 正樹
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治
青少年奉仕(役員) ·· 竹之内米貴
会計(役員) ··········
淳二

副幹事 ········· 中村 翠嵐
副幹事 ········· 佐々木虚室
副幹事 ········· 村岡 正浩
副幹事 ········· 布施 栄一
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 小山 信一
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 関根 淳子
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 中村
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 福川 敦子
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 谷口 浩三

18：00～「木や」
副会計 ········· 松下 明史
･･松井 信五
················· 中村 翠嵐

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

〜敬老のお祝いの皆さま〜

幹事報告
■ 敬老のお祝い

大木

７０歳を超え益々ご活躍の３１名の会員の方々に、
敬老の日に因み会員一同よりお祝い申し上げます。

博君 ９８歳

山中 鍈一君 ９０歳

竹本 昌生君 ８７歳

大藤 光夫君 ８７歳

小原

晃君 ８５歳

吉田 良武君 ８４歳

横井 康治君 ８３歳

鈴木 敏治君 ８２歳

2015-16 年度版が 11 月中旬に発行されます（年１回）。
１冊５４０円(税・送料込)です。購入ご希望の方は、
10/６（火）迄に事務局へお申込みください。

今井 武男君 ８１歳

小林 一恵君 ８０歳

ＲＡＣ報告

磯田 好計君 ８０歳

稲本 初弥君 ７９歳

小山 信一君 ７８歳

井上

今村 晋平君 ７６歳

岩橋 忠昭君 ７６歳

谷川 博造君 ７６歳

植野 清富君 ７６歳

井上 武雄君 ７５歳

小野 富造君 ７５歳

杉﨑 則夫君 ７４歳

横尾 浩志君 ７４歳

木村 安輝君 ７３歳

城山健太郎君 ７３歳

戸田 義高君 ７３歳

薮下 清三君 ７３歳

中村 翠嵐君 ７２歳

末松 哲夫君 ７２歳

佐貫 將一君 ７１歳

川中 丈嗣君 ７０歳

■「ロータリーの友」英語版

勝君 ７７歳

【9/8（火）院内学級】
「京都府立医科大学附属病院」に於いて院内学級が
行われ、岩橋会長、岡武幹事が参加されました。ごくろ
うさまでした。

同好会情報
・ゴルフ同好会
10/10（土）第 70 回京都市内 24ＲＣ懇親チャリティゴルフ大会
「琵琶湖カントリークラブ」
・野球同好会 10/27（火） 練習 14：00～17：00
「岡崎公園グラウンド」
・軽音楽同好会 9/29（火）20：00～スタジオ 246「Ｌｽﾀｼﾞｵ」
・そば会 10/6（火） 18：30～「今長」松原大和大路

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜9/8＞

小坂 文夫君 ７０歳

（2015 年 9 月 30 日現在）

ニコニコ箱
計 54,000 円 累計 850,000 円
ロータリー情報、クラブフォーラム担当ロータリー情報
稲本委員長、本日はごくろうさまです。
渡辺君、今井君、吉田（良）君、岡武君
竹之内君、柴田君、中西君、鈴木君
竹本君、西村君、深海君、小山君、安澤君
稲本君、山田君、布施君、川中君、吉田（武）君
郡委員長さま参加できず、すみませんでした。
岩橋君
川中さん、お心づかい感謝。
杉﨑君
村田好謙君、日展審査員就任お目出とうございます。
中村（翠）君
谷川会員、村岡会員ゴルフお世話様でした。
小森君、布施君、中村（弘）君、平野君
ゴルフ同好会コンペご参加の皆様、ありがとうございま
した。
村岡君
一助に。
戸田君

9/16 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ -新会員スピーチ「相場にｵｶﾙﾄは存在する」稲葉清一氏、「高校野球 100 年に思うこと」清水義朗氏
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 例会時間・場所変更 18：30～19：30「京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ」 -新入会員ｽﾋﾟｰﾁ-「手帳にロータリーのスケジュールが加わって」
山口洋子氏
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

9/17
（木）

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

9/18
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

9/21
（月）
9/22
（火）

東
見
西
竹
京 都 西
京都紫野
京 都 中
京都平安
京都西南
京都洛中
京都洛南

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

クラブ・デー
クラブ・デー
「負けてたまるか」
㈱ｵﾌｨｽﾋﾟｭｱﾗｲﾄ 27 代表取締役 佐々木清次氏
「最近のラジオのはなし」
㈱毎日放送 ラジオ局営業部 部次長 大月 勇氏
「京都ﾄﾞﾒｲﾝ.kyoto 申請受付開始」
京都ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ学院・京都情報大学院大学・京都自動車専門学校 総括理事長・教授 長谷川 亘氏
「ﾋｭｰｽﾄﾝ留学で学んだこと」
元ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金奨学生 柳生茂希氏
「スーパーサーズデー」
クラブ・デー 第 3 回クラブ討論会
京都中 RC との合同公式訪問の為、例会時間場所臨時変更 8：30～9：30「京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ」
「京の火まつり」
佛教大学教授 京都府・京都市文化財審議委員 京都中 RC 会員 八木 透氏
「クラブ管理運営について」
クラブ管理運営委員長 梶野興三氏
「同好会へのお誘い」
各担当会員
「「唐長」の唐紙（仮題）」
唐長 11 代目当主 千田堅吉氏
休会
＊ビジター受付は平常通り
「第 2 回協議会 公式訪問のための」
祝日休会
祝日休会
祝日休会
祝日休会
祝日休会
祝日休会
祝日休会

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

9/23 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 祝日休会
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 祝日休会
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

9/24
（木）

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

9/25
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

9/28
（月）
9/29
（火）

東
見
西
竹
京 都 西
京都紫野
京 都 中
京都平安
京都西南
京都洛中
京都洛南

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

祝日休会
祝日休会
祝日休会
「日本初のアジア太平洋地区ﾛｰﾀｱｸﾄ会議ﾎｽﾄ」
ﾊﾟｽﾄ地区ﾛｰﾀｱｸﾄ代表 大亀靖治氏、同行者：地区 RAC 副委員長 宮本研二氏
-休会＊ビジター受付はございません
-休会＊ビジター受付はございません
-休会＊ビジター受付は平常通り
-会員スピーチ-「入会を振り返って」
王 杲氏
未定
「知的交流都市京都の拠点づくり」
公益財団法人国立京都国際会館 館長 京都 RC 木下博夫氏
～亀岡中央 RC との合同例会～
「生き続ける企業を目指して」
株式会社聖護院八ッ橋総本店 専務取締役 鈴鹿可奈子氏
-休会＊ビジター受付は平常通り
「文化財（建造物）を修理する」
京都市文化市民局元桂離宮二条城事務所担当課長 後藤玉樹氏
-休会＊ビジター受付はございません
「市民と共に進める京都市の教育改革～道徳教育の取組を中心に～」
京都市教育長 在田正秀氏
第 2 回クラブ・フォーラム（青少年奉仕部門）
例会変更
＊ビジター受付は平常通り
「戦後 70 年―わが少年期を語る」 公式訪問準備アッセンブリー
ガバナー補佐 森田惠三氏
「ガバナー公式訪問所感」
R.I.第 2650 地区ガバナー中澤忠嗣氏
「庭造りとその精心」
北山造園 庭師 北山安夫氏
「美を愉しむ」
日展彫刻審査員、京都教育大学名誉教授 元・京都伏見 RC 会員 木代喜司氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

