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１３日 第２３０６回例会 WEEKLY BULLETIN
「真っすぐに、前を向いて
～東山ロータリークラブとの出逢い～」
会

員

青山 真由美

うららかな春の陽射し、若人たちの前を見つ
める真剣な眼。
「ダーン」と、500 人を超える人間が一斉に
足を踏みしめる音が体育館にこだまします。
まさに、心動かされた瞬間でした。
場所は、自衛隊大津駐屯地、新隊員の入隊式。
高校卒業したばかりの子どもたちがほとん
どであるということでした。しかし、世間で
いう今どきの若者批評とはうらはらに、「こ
れからの責務を感じ、真っすぐに進んでいこ
うとする芯のった心が、ここにはある。」と
いうことをしみじみと感じさせられるシー
ンでした。
-米山月間・経済と地域社会の発展月間-

彼らは、式の一週間前に自衛隊の営門をく
ぐり、営内での生活を始めるようです。さぞ
かし、式当日に向けてかなり厳しい指導があ
ったのだろうと思い、自衛官の方に聞いてみ
ました。答えはただ一言、「何もしていませ
ん。」でした。そして驚く私に、「まわりの
雰囲気がそうだと、人は自然とまわりと同じ
ようになるのです。」と付け足されました。
京都東山ロータリークラブに入会させて
いただいて、私は、まさにこの言葉を思い出
しました。
「まわりの雰囲気が、人を変える。」
前のクラブの方からは、「京都のクラブはど
うですか？やっぱり違いますか？」とか、知
り合いのロータリアンの方からは、「やっぱ
り、京都は厳しいやろ。」ということをよく
言われます。これらの言葉の通り、「違う、
厳しい」ということを今、実感しています。
（裏面へ続く）

本日の例会 ライトランチ

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-「日本の安全保障」
同志社大学 学長 村田 晃嗣 様
閉会点鐘
〔１３：３０〕

次週の例会 １０月２０日（火）

会員数 77（29）名 出席者 60（20）名
ビジター 1 名
( )は出席率除外会員 出席率 88.24％
ゲスト
1名
第 2302 出席率 93.94％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

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

例会終了後「竹の間」
18：00～「木や」

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

東館４Ｆ「葵殿」

－クラブ・フォーラムクラブ戦略策定
担当 クラブ戦略策定委員長
松井 信五 君
（米山ランチ）

本日の会合
前期会長会
情報集会第 2 組

４８－１４

次週の会合
情報集会第 3 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

19：00～「キャメロン」

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

しかし、「厳しい」というと、「厳しいから
嫌」という後退したイメージにとられるかも
しれませんが、それは違います。「厳しいか
らこそ、きちんとやらなければ。」「厳しい
からこそ、いい加減なことをしてはいけな
い。」ということをいつも肝に銘じています。
「いいよ、いいよ。」と言われると、ついつ
い図に乗って、横着をしてしまいます。そし
てさらに、「どこまで許されるのだろう。」
と、子どものように様子を見ながら、少しづ
つ枠をはみ出してしまうこともあります。
やりがいや達成感を味わいたいのであれば、
少しくらい身が引き締まるほうがちょうど
よい。そんな積み重ねのなかで、ロータリア
ンとしての人間的な成長が、何年か何十年か
先になって感じられればよいと思っていま
す。焦らず、気負わず、あくまでも自然体が
よい。そして今このときを、この一瞬をまっ
すぐに、ひたむきに進んでいきたいと考えて
います。
第４回定例理事･役員会議事録〈10/6(火)開催〉
議
案
１．前回議事録承認に関する件 承認
２．納涼家族例会決算に関する件 承認
３．年忘れ家族例会に関する件 継続審議
４．前期会長会開催に関する件 報告
５．定款・細則・内規改訂に関する件 継続審議
６．今年度事業に関する件 報告
７．屏風の修理に関する件 報告

８．１１月プログラムに関する件 承認
９．ロータアクト決算に関する件 承認
１０．大木会員の退会に関する件 承認
１１．創立５０周年記念事業実行委員会開催に関す
る件 報告
１２．ポリオミッションへの参加要請に関する件 報告
１３．次回第５回理事・役員会開催日決定に関する件
11 月 10 日（火）例会終了後開催 承認

幹事報告
■ポリオ撲滅活動協賛第 70 回京都市内 24RC 親睦

チャリティゴルフ大会
10/10（土）「琵琶湖カントリー倶楽部」に於いて開催さ
れました。参加された会員の皆様、ごくろうさまでした。
■創立

50 周年記念事業実行委員会部会長会議
10/19（月）18：00～「八千代」に於いて開催されます。
ごくろうさまです。

会員だより
＊小山信一会員 電話番号とＦＡＸを変更されました。
勤 594-1777 Ｆ502-8411→不通
自･F 594-1780→変更なし
＊西村孝之会員 ファックス番号を変更されました。
勤 新 FAX 351-1807
自 新 FAX 583-6633

ＲＡＣ報告
【10/4（日）ＲＡＣ リレー・フォー・ライフ・ジャパン京都
プレ大会】
「ノートルダム女子大学 ユニソン館」於いて開催され、
川勝 RA 委員長、中西 RA 副委員長、福川委員、岸会
員が出席されました。ごくろうさまでした。

10/14 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ -米山月間に因んで-「素晴らしい航海-インドから日本留学紀行」
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「故 島崎俊夫会員を偲んで」
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

10/15
（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

10/16
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

東
見
西
竹
10/19 京 都 西
（月） 京 都 紫 野
京 都 中
京都平安
10/20 京 都 西 南
（火） 京 都 洛 中
京都洛南
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米山奨学生 シング・ワンダナ様
京都西北ローターアクトクラブＯＧ 乗松明日香様、山仲 舞様、会員 白井治夫氏
京都産業大学大学院法学研究科 1 年 寺田龍一様

「三重県いなべ市の空き家調査とその結果」
クラブ・デー
クラブ・デー
「故 荒堀正義会員追悼例会」
会員 河内誠一氏、上西阿沙氏
-米山月間スピーチ-「形と骨格」
米山奨学生 程 遙様
「Ｍｙ…」
会員 足立賢一氏
「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
クラブ・デー 第 4 回ｸﾗﾌﾞ検討会「米山月間スピーチ」
米山奨学生 ﾄﾝｶﾞﾗｸﾞ ﾉﾑﾙﾝ様
-社会奉仕部門フォーラム-「施設が求める支援の形とは」
特非）らくさいけあーねっと ふれあいｻﾛﾝたんぽぽ 平野元子氏、福）衆善会 児童養護施設 和敬学園 施設長 樋口文昭氏
「京都・観国之光～京都の魅力と三山～」
合同会社京都ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ歴史文化研究所 代表 丘 眞奈美氏
「社会奉仕『あらぐさ・何でも市』について」
社会奉仕委員長 山内克己氏
「友情について」
会員 左右田健次氏
「未定」
山政小山園 取締役顧問 宇治茶伝道師 小山茂樹氏
「国際ロータリー第 2650 地区の社会奉仕」
㈱奥城崎ｼｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 代表取締役社長 地区社会奉仕委員 京都南ＲＣ会員 岩井美晴氏
例会変更
＊ビジター受付はございません
「暴力団情勢について」
京都府警察本部刑事部犯罪組織対策総括室 組織犯罪対策第二課長 三尾昌樹氏
「インターアクト夏季海外研修報告」
ヴィアトール学園洛星インターアクトクラブ
「山寺からのメッセ―ジ」
志明院住職 田中眞澄氏
「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
クラブ・デー
「戦後 70 年！わが少年期を語る」
ＲＩ第 2650 地区ガナバー補佐 京都西ＲＣ会員 森田惠三氏
「現代に生かす禅のこころ」
妙心寺 退蔵院 副住職 松山大耕氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

同好会情報
・野球同好会 10/27（火） 練習 14：00～17：00
「岡崎公園グラウンド」
・ロータリーほろにが会 10/13（火）18：00～「レストラン菊水」
・軽音楽同好会
10/13（火）午後 9 時〜11 時 「スタジオ 123 L スタジオ」
10/27（火）午後 9 時〜11 時 「スタジオ 123 L スタジオ」

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜10/6＞
ロータリー財団
計 20,000 円 累計 346,800 円
一助に。
岩橋君、布施君
ロータリー財団協力会より。
山田君、青山君
深海君、寄本君
*小坂文夫会員は今回の寄付にて２回目のﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・
ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰになられました。おめでとうございます。
米山記念奨学会
計 57,000 円 累計 226,000 円
本日、米山奨学生、金（キム）さんのスピーチです。
よろしくお願いします。
岩橋君、岡武君、井上（武）君、中川君
今月お祝の皆様、おめでとうございます。 吉田（武）君
岩橋会長、お元気で頑張って下さい。
川中君
一助に。
布施君
ニ コ ニ コ 箱 計 62,000 円 累計 1,032,000 円
米山奨学生金ボラさん、本日はスピーチありがとうござ
います。 岩橋君、鈴木君、小山君、西村君、小森君
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。
吉田（良）君、横井君、小山君
松下君、福川君、中西君
坂田先生、先日はありがとうございました。
小坂君
敬老の日のプレゼントありがとうございました。
植野君
結婚記念日自祝。
渡辺君、木村（茂）君
誕生日自祝。 城山君、井上（武）君、平野君、寄本君
夫人誕生日自祝。
山田君
100％出席自祝。
今井君、本田君
情報集会第 1 組の皆様、ご協力ありがとうございました。
中塚君

希望の風奨学金
計 10,000 円 累計 204,000 円
金さんのスピーチを楽しみに。
小野君
一助に。
小坂君

