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１２月２２日
第２３１５回例会 WEEKLY BULLETIN
ｒ
「この半年間を省みて」
副会長

戸田 義高

まずは波乱の船出！幹事内定の某氏の突
然の退会、当然の事ながらそれまでの間に７
月からの正式発足に向けて内々に準備が進
められていました。理事、役員氏もほぼ内定
し其の中には私自身への副会長就任への要
請も有りました。
私自身は現在は自由な時間が取り難く、特
に昼間は難しい時が多いので声を懸けて頂
くのは有り難いのですがと、一旦はお断り致
しました。が、再度の要請に、何人かの先輩
経験者に色々お尋ねしましたところ、会長が
公用で欠席の時だけの代理だし、特段の権限
もないし、そんなに心配は要らないのでは、
とのアドバイスだったのでまあ、そんなに

４８－２３

心配する事も無いだろう、と安易？にお引き
受けいたしました。
処が幹事の突然の退会でまず、ビックリ、
幸いにも若くて優秀な岡武会員が幹事を引
き受けて頂きまずは一安心、と思う間もなく
会長自身が体調不調で入院、御自身の体調に
は多少の不安は感じておられたのかもしれ
ませんが、、、正に波乱の船出、しかしながら
今までの処、理事役員諸氏の適切なアドバイ
ス及び会員諸氏の寛容なお気持と岡武幹事
の渾身の努力、事務能力の発揮で何とか無事
遂行中で、会長の復帰まで何とか頑張れれば
と思っています。
12 月で半年間の経過となりますが、今後と
も会員諸氏のご指導、御鞭撻心からをお願い
致します。

-疾病予防と治療月間-

本日の例会

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
‐会員スピーチ‐
「日々是祈日-にちにちこれいのりのひ-」
豊国神社 宮司 吉田武雄君
閉会点鐘
〔１３：３０〕

次週の例会 １月 12 日（火）

本日の会合
奉仕事業プロジェクト委員会 例会終了後「平安の間」

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

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

会員数 75（27）名 出席者 51（16）名 ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 79.7％
ゲスト
0名
第 2311 出席率
93.75％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）
* 12 月 29 日（祝）、1 月 5 日（火）は休会です。
於：東館４Ｆ「葵殿」

新春例会
祝 舞
－歳男放談－

横井康治君、清水泰博君
竹之内米貴君、川勝裕之君
次週の会合 １月 12 日（火）
クラブ創立 50 周年記念実行委員会
「第 2 回実行委員会部会長会議」 11：00～「平安の間」
第 7 回定例理事・役員会
例会終了後「平安の間」

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

幹事報告

同好会情報

■ 年忘れ家族会お礼

・野球同好会 練習
1/26（火）14：00～16：00 「岡崎グラウンド」
・ゴルフ同好会 新年コンペ
1/13（水）「田辺カントリー倶楽部」
・ロータリーほろにが会 1/12（火）18：00～「中国料理桂心」

「年忘れ家族会」には １０３名の皆様にご参加いただ
き、また親睦活動委員会のご活躍で大変賑やかに開
催できました。ありがとうございました。
■第 13 回「やましな栄誉賞」選考委員会
24 日（水）14：00～「ホテルブライトンシティ京都山科」
に於いて、「やましな栄誉賞」委員会及び、選考委員
会が開催され、岡武幹事が出席されます。ごくろうさ
まです。
■台湾新竹ＲＣ創立 61 周年記念式典
29 日（火）「新竹国賓ホテル」に於いて、台湾新竹ＲＣ
創立 61 周年記念式典が開催され、岡武幹事、布施
副幹事、安澤国際奉仕委員長が出席されます。遠路
ごくろうさまです。
■次週、次々週は休会
本日が年内最終の例会となります。次回の例会は、１
月 12 日（火）の新春例会です。皆様、どうぞ良いお年
をお迎えください。
■年末年始事務局休局 12/25(水)～1/6(水)
事務局を休局致します。緊急のご連絡は、幹事まで
お願い致します。

会員だより
＊城山健太郎会員、誠に残念乍ら 2015 年 12 月末日
をもって退会されることとなりました。
12/15(火)
年忘れ家族会

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜12/15＞
ロータリー財団 計 15,000 円 累計 901,200 円
達成率 58.5％
一助に。
吉田（良）君
家族多勢がお世話になります。
中村（翠）君
*11 月寄付にて、清水会員は 1 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 15,000 円 累計 486,000 円
達成率 40.2％
一助に。
吉田（良）君
家族多勢がお世話になります。
中村（翠）君
※今回の寄付にて、中村（翠）会員は、米山功労者
12 回目メジャードナーとなられました。おめでとうござ
います。
ニ コ ニ コ 箱 計 50,000 円 累計 1,776,000 円
達成率 59.2％
親睦活動委員会の皆様、今夜の「年忘れ家族会」あ
りがとうございます。
吉田（良）君、谷川君、今井君、鈴木君、小山君
安澤君、吉田（武）君、岡武君
東山クレージーバンド、よろしく御願いします。
中村（弘）君、柴田君、松井君、山本君
東山クレージーバンド、がんばって下さい。楽しみに
しています。 木村（安）君、渡辺君、布施君、橋本君
坂田さん、いつもありがとうございます。
平野君
小森さん、有難うございました。
村岡君、深海君
希望の風奨学金
計 0 円 累計 244,000 円
達成率 31.6％

１月 のプログラム
５日（火） 休 会
１２日（火） －新春例会－
祝 舞
「歳男放談」
１９日（火）クラブ・デー
クラブ・フォーラム（創立 50 周年記念事業実行委員会）
担当 創立 50 周年記念事業実行委員長
中村 翠嵐君
２６日（火）クラブ・フォーラム（職業奉仕）
担当 職業奉仕委員長 吉田 武雄君
（ライトランチ）

12/23 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

12/24
（木）

12/25
（金）
5
12/28
（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
12/29 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

祝日休会
祝日休会
祝日休会
「ミニクリスマスコンサート」ヴァイオリニスト
休会
「故大庭茂生会員追悼例会」
例会臨時変更
クラブ・デー 第 4 回クラブ協議会
例会日時臨時変更
「音楽例会」
未定
例会時間臨時変更
休会
「ロータリー・ロータアクトクラブの歩き方」
休会
休会
休会
休会
休会
休会
休会
休会

石上真由子氏
＊ビジター受付はございません
＊ビジター受付は平常通り
＊ビジター受付は平常通り
京都市立芸術大学 ﾋﾞｱﾉ専攻 4 回生 塚田尚吾氏
＊ビジター受付はございません
＊ビジター受付はございません
合同会社森林堂 協同代表 水戸大志氏
＊ビジター受付はございません
＊ビジター受付は平常通り
＊ビジター受付はございません
＊ビジター受付はございません
＊ビジター受付はございません
＊ビジター受付はございません
＊ビジター受付はございません
＊ビジター受付はございません

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

1/6 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「歳男放談」
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「歳男放談」
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

1/7
（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

1/8
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

1/11
（月）
1/12
（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

会員 立木貞昭氏、関谷昌人氏、プッセル良風氏
中江 靖氏、内橋雅志氏
「歳男放談」
申歳生まれ 会員 太田晧三氏
休会
＊ビジター受付はございません
「新春 歳男・歳女放談」
会員
年男放談
「新し年 猿を向えて」 信谷 昇氏、「新春を迎えての雑感」 西村裕行氏
「新春 歳男放談」
歳男会員
「歳男放談」
女優 中野良子氏
「歳男放談」
会員 吉田 修氏
-新春例会「雅楽演奏」いちひめ雅楽会 「会員スピーチ」飛彈富久氏
「歳男スピーチ」
＊ビジター受付はございません
年頭の挨拶「新年を迎えて」
会長 平田喜洋氏、幹事 中村雅彦氏
「歳男放談」
歳男会員
未定
「歳男放談」
会員 熊谷久志氏、多田裕昭氏
-新春例会-「剣舞・詩吟」
疋田澄子氏
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
歳男放談
小林芳朗氏、松井 始氏、里内忠一氏
未定
未定

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

