2650 地区ガバナースローガン

『クラブに「個性」と「憧れ」を！』

MEETING ON TUESDAY 12:30
THE WESTIN MIYAKO KYOTO

Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan
Kanazawaminami

２０１５年１０月６日 第２３０５回例会 WEEKLY BULLETIN
「1 年間をふり返って」
会

４８－１３

様々なバックグラウンドの方々が集うクラ
ブの方々と交流することができ、刺激的です。
員

山田幸一郎

恐らく多くの方がそうであるように、親戚
や友人の身近なところでさえも、会う機会が
入会に際し、「なんとかなる」と言われ、 少なくなってきています。相手の顔をみるこ
実際になんとかなってきた不思議な 1 年です。 となくメールで仕事までも済んでしまうこ
クラブ参加へのリズムもつかめてきたよう
ともあります。その一方でインターネットの
です。職場が大阪であることで例会出席が気
SNS 等では「コミュニケーション（交流）」
にはなっていましたが、火曜日は京都 DAY と
ということで盛り上がっていますが、交流と
してみたり、過ごし方をちょっと変えては、 いう言葉が上滑りしているように思えます。
楽しんでいます。
クラブのように様々な考え方の人達が直
1 年を振り返るということですが、私にと
接に集い、自由すぎず尊重し合いながら、こ
っては「交流」であったように感じます。親
こには代えがたい大切な意義を感じていま
睦委員としての受付。カードの出し間違いな
す。
どの失礼はお許しいただくこととして、まず
世界ではロータリーが大きく変わろうと
は、皆さんのお顔とお名前を覚えることでし
していることを耳にします。例会出席よりも
た。挨拶から会話へとつながってきました。 「参加」で良いということらしいです。
今までの仕事を中心とした業界の世界から、
（裏面へ続く）
-米山月間・経済と地域社会の発展月間-

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♪ 奉仕の理想
会長挨拶
来客紹介
奨学金授与
幹事報告
スピーチ「日本での研究と私の夢」
米山奨学生 金 ボラ様
今月のお祝い
閉会点鐘
〔１３：３０〕

本日の会合
第 4 回定例理事・役員会
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

前回例会報告
会員数 77（29）名 出席者 62（21）名
ビジター 1 名
( )は出席率除外会員 出席率 89.9％
ゲスト
1名
第 2301 出席率 97.14％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 １０月１３日（火）

西館３Ｆ「コスモス」

― スピーチ ―
「日本の安全保障」
同志社大学 学長 村田 晃嗣 様
（ライトランチ）

次週の会合
前期会長会
情報集会第２組

例会終了後「竹の間」
18：00～「木や」

例会終了後 「平安の間」

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

忠昭
剛士
富造
義高
和暁
安輝
清三
弘祐
均

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

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

確かに、クラブの増強や継続などにはメリッ
トも多いように感じます。しかしながら、今
後も「参加」したいと思えるのは、そのベー
スに多少の無理はしてでも例会へ出席して
いることで仲間としての一体感があるから
だと感じています。
親睦に始まり親睦に終わる。どこぞの誰と
も知らぬ私を、暖かく受け入れ、接していた
だいていることに感謝します。

幹事報告
■発展月間・米山月間

今月は、米山月間・経済と地域社会の発展月間です。
米山奨学基金への皆様のご支援、ご協力をよろしくお
願い申し上げます。
■第２期会費振込用紙配布

本日、第２期分の年会費振込用紙をお配りしておりま
す。次週の例会前に納入受付を設けます。
■米山記念奨学会「豆辞典」

米山月間にあたり、奨学事業について纏められた
小冊子をお配りしています。ご活用ください。
■京都ロータリークラブ創立

今月のお祝い
❁ １００％出席会員表彰
連続２９年間：今井君、川中君
連続１８年間：名筋君
連続１６年間：本田君
❁ 誕生日
城山君 ３日 戸田君 ３日 小原君 ６日
佐貫君 １１日 平野君 １３日 寄本君 １３日
井上（武）君２４日 奥田君 ２７日
❁ 夫人誕生日
安澤君夫人 多鶴子さん
４日
小林君夫人 和子さん
６日
山田君夫人 麻紀子さん
７日
戸田君夫人 和さん
１４日
❁ 結婚記念日
横尾君 １日
吉田（武）君 ２日 渡辺君 ６日
竹之内君８日
木村（茂）君１０日 中村（吉）君１０日
谷川君 １２日
清水君 １７日
中村(弘)君２１日
本田君 ２３日

90 周年記念式典・祝宴
10/7(水)15：00～「京都ホテルオークラ」に於いて開催され、
岩橋会長、岡武幹事が出席されます。ごくろうさまで
す。
■お知らせ

*日文研
日 時
第一部
第二部

一般公開「戦後 70 年を迎えて」のご案内
2015 年 10 月 29 日（木）10：00～16：40
徹底討論：〈戦後〉をどう考えるか 10：30～12：00
私の戦後・京都の戦後―現在、未来へのメッセージ
14：30～16：30 ※要事前申込
申込先 国際日本文化研究センター075-335-2222（代表）

ＲＡＣ報告
【9/15（火）院内学級】 「国立京都病院」に於いて院内
学級が行われ、福川委員が参加されました。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」
・そば会 10/6（火） 18：30～「今長」松原大和大路

10/7 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「京都ロータリークラブ創立 90 周年記念式典例会」１５:００‐１６:００開催に時間変更、（11：30～12:30 京都ホテルオークラ１Ｆ受付）
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「ペルー生まれ育ちの日系 3.5 世と若年性糖尿病、そして一時帰郷無しの留学 7 年間の道のり」
米山奨学生 ヤマモトノグチ、クラウディアセシリア様
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

10/8
（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

10/9
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

東
見
西
竹
10/12 京 都 西
（月） 京 都 紫 野
京 都 中
京都平安
10/13 京 都 西 南
（火） 京 都 洛 中
京都洛南
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「米山月間に因んで」
米山奨学生 廖 于晴様
「いろいろ」
米山奨学生 羅 鑫様
米山奨学生ｽﾋﾟｰﾁ
DANG NGOC PHIONG CHI(ダン・ゴック・フーン・チー)様
「京都ＷＩ-ＦＩ，インバウンド対策について」
KYOTOWi-Fi プロジェクト推進室 担当ﾘｰﾀﾞｰ 宮本良秀氏
「京町屋の現状と保存改修について」
冨家建築設計事務所 一級建築士 冨家裕久氏
クラブ・デー
「ヨットの話」
㈱マリーナ雄琴 代表取締役専務・京都桂川ＲＣ 会員 林 良訓氏
-会員スピーチ-「記憶力」
会員 出射靖生氏
-米山奨学生ｽﾋﾟｰﾁ-「研究と出身の話し」
米山奨学生 ラハディアン、フスフ様
「芸能会デビュー 青春ドラマ『おれは男だ！』エピソード そして現在」
女優・ｴｯｾｲｽﾄ・陶芸家 早瀬久美氏
「職場見学を終えて」
職業奉仕委員長 土井正樹氏
休会
＊ビジター受付はございません
～職業奉仕クラブ・フォーラム～「日本の航空機産業の現状と寺内製作所」
奉仕プロジェクト委員長 山本 賀則氏
「60 周年を迎えた北区の新たなまちづくり」
京都市北区長 長谷川淳一氏
米山友愛ランチ「米山奨学生ｽﾋﾟｰﾁ」 京都大学博士 2 年 陳奕均様、【同行者】地区米山奨学委員 井上武雄様（京都東山ＲＣ）
祝日休会
＊ビジター受付はございません
祝日休会
＊ビジター受付はございません
祝日休会
＊ビジター受付はございません
祝日休会
＊ビジター受付はございません
「社会保障・税番号制度 民間事業者の対応」
右京税務署 総務課長 池田和昭氏
「日本での大学生活」
米山奨学生 劉 嘉碩様
クラブ・デー

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜9/29＞
ロータリー財団
計 20,000 円 累計 306,800 円
後藤様宜しくお願い致します。
谷川君
吉田さん、有難うございました。
郡君
ニコニコ箱
計 75,000 円 累計 970,000 円
一助に。
株式会社帝国データバンク
代表取締役社長 後藤信夫様
後藤信夫様、本日スピーチありがとうございます。
佐貫君、安倍君、柴田君、今井君、戸田君、小山君
西村君、中塚君、小森君、吉田（武）君、竹之内君
岡武君、中西君、布施君、山田君、深海君
後藤社長様、本日は遠方を大変御苦労様です。
岩橋君、鈴木君、松井君、今村君、中村（翠）君
秋の神社諸行事を無事終えることができて。
吉田（良）君
長寿自祝。
山中君
中西会員、お世話になりました。
川中君
中西さん、大変お世話になりありがとうございました。
福留君
ガンバレ!!日本ラグビー。
清水君、松下君
渡辺君、村岡君
吉田武雄さん、ありがとうございました。上村君、松下君

ＲＬＩパートⅠ修了証授与（渡辺会員 清水会員）
おめでとうございます！

～９月のスナップ～
9/1（火）
クラブ・デー

100％出席・お誕生日お祝い
おめでとうございます。

9/8（火）クラブ・フォーラム（ロータリー情報）
担当 ロータリー情報委員長
稲本 初弥君

9/29（火）― スピーチ ―
株式会社 帝国データバンク
代表取締役社長 後藤 信夫 様

9/15（火）－敬老のお祝い－
ご長寿おめでとうございます。

