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
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「カウンセラーの喜び」
米山カウンセラー

井上武雄

ロータリーに長年在籍させて頂くと、色々
貴重な経験をさせて戴きますが、私は米山カ
ウンセラーを過去４回も経験させて頂き、現
在韓国より来ておられる金ボラさんで５人
目となります。
御存知の通り、米山奨学制度は単に選ばれ
た留学生に奨学金を差し上げるだけでなく、
一人一人に、カウンセラーを付けて、その留
学生のケアにあたります。中には留学生の病
気や事故など時に苦労することも有ります
が、反面その国の文化や風俗、習慣など、学
ぶべき多くのことがあります。約２５年前、
私がカウンセラーをさせて戴いた中国の男
性は、今、東北地方の有名な国立大学で教授
をされています。彼とは今もお互いに行った
-水と衛生月間-

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「現在（いま）の京都、これからの京都」
－京都の魅力、素晴らしさを守り育て国内外へ発信する－
京都市 産業戦略監 白 須 正 氏
閉会点鐘
〔１３：３０〕

会員数 75（28）名 出席者 59（21）名
ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 86.8％
ゲスト
2名
第 2322 出席率 92.86％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）
*３月２９日（火）の例会は休会です。ご注意ください。

次週の例会
-お花見例会- ４月５日（火）１２：３０～
於：南禅寺「八 千 代」
左京区南禅寺福地町 34 ℡：７７１-４１４8

次週の会合

本日の会合

３月２２日（火）
後期クラブ戦略策定委員会

第 2650 地区ガバナー
中澤忠嗣

れたりしています。また、３～４年前にカウ
ンセラーをした中国人女性は、現在香港の隣
の深圳に住んでおり、昨年私と家内が香港へ
出張に行った折、彼女と彼女のお母さんと私
共が香港で会い一緒に食事をする機会を持
ちました。こうして、米山奨学金を受けた留
学生が卒業した後も、長く付き合えるのは楽
しいことです。
米山記念奨学事業の目的は平たく言えば
その奨学生が日本を好きになり、日本びいき
になってもらうことです。そして母国へ帰っ
たときに日本はすばらしい国だと宣伝して
頂きそれが国際親善につながっていけばう
れしく思います。小生微力ながら今後も努力
したいと思っています。

前回例会報告

本日の例会

２０１５－１６年度
国際ロータリー会長
K.R.ラビンドラン

り、来たりの家族つき合いで相談したり、さ

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

例会終了後「白川」
忠昭
剛士
富造
義高
和暁
安輝
清三
弘祐
均

４月５日（火）
第 10 回定例理事・役員会

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

例会終了後「平安の間」

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
■ 次回はお花見例会

例会場所を臨時変更し、4/5 日（火）12：30～「八千代」
に於いて開催します。また、当日は横須賀西ロータリー
クラブより 5 名様、ご来会の予定です。なお、3/29（火）
の例会は休会です。ご注意ください。
■ 第４期会費振込用紙
本日、第４期分の年会費振込用紙をお配りしておりま
す。3/29（火）は休会、４月の第 1・第 2 例会は別会場
での開催となりますので、会費をご持参の際は、４/１９
（火）以降にてお願いいたします。
■ 京都西北ロータリークラブ創立 40 周年記念式
典例会並びに祝宴
3/24(木)「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。

白扇小伊寿様、白扇夕樹夫様、本日はありがとうござ
います。
吉田（良）君、今井君、今村君、柴田君
岩橋君、中村（翠）君、戸田君、西村君、小山君
渡辺君、川勝君、吉田（武）君、岡武君、辻君
本日は宜しくお願い致します。
京都東山ＲＡＣ安倍会員様
稲本さん、大変お世話になりありがとうございました。
平野君
中塚さん、お祝いありがとうございます！
福留君
4 月 10 日本年度特別事業「魚つかみと昔あそびわくわ
く体験」会員の皆様ご参加宜しくお願いします。 郡君
岡武先輩、色々とありがとうございます。
山田君

希望の風奨学金

計 5,000 円 累計 527,000 円

3.11 から 5 年を追悼して

達成率 68.4％
岡武君

同好会情報
・野球同好会 練習
4/26（火）14：00～16：00 岡崎グランド
・ロータリーほろにが会
4/12（火）18：00～「レストラン菊水」

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜3/15＞
ロータリー財団

計 0 円累計 1,001,800 円

達成率 65％
ｸﾗﾌﾞ累計 1,228,200 円
米山記念奨学会

計 23,000 円 累計 749,000 円

達成率 62％
円
福留さん、新築おめでとう！
中塚君
4 月 10 日本年度特別事業会員の皆様、ご参加宜しく
お願いします。
郡君
一助に。
上村君
ｸﾗﾌﾞ累計 822,000

ニコニコ箱

計 38,000 円 累計 2,556,000 円

達成率 85.2％

４月 のプログラム
４月 ５日（火） お花見例会
例会場所臨時変更 12：30～
於：
「八千代」
４月１０日（日）魚つかみと昔遊びのわくわく体験例会
9:00～ 於：京都市百々小学校
<例会日時・場所臨時変更〉
４月１２日（火）休 会
4/12-13 金沢南ＲＣとの交流会
４月１９日（火）クラブ・デー/会員スピーチ
「私の仕事」村田好謙君
４月２６日（火）ピアニスト
イリーナ・メジューエワ氏
（ﾗｲﾄﾗﾝﾁ）

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「ﾛｰﾀﾘｰを考えよう」
3/23 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 創立 40 周年記念例会のため、例会変更
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

3/24
（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

3/25
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

3/28
（月）
3/29
（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
京都東急Ｈ
H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ※
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
ｾﾝﾁｭﾘｰ 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
京都東急Ｈ

R.I.元理事 千 玄室氏
＊ビジター受付はございません
京都造形芸術大学 准教授 中山博喜氏

「大学における初年次教育を考える」～ﾛｰﾙﾓﾃﾞﾙ研究・青少年奉仕の一つの形
クラブ・デー
休会
＊ビジター受付は平常通り
「料理講師としての活動に至るまで、、、。」
有限会社ﾊﾞﾙﾊﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 代表取締役 杉本 敏氏
「iPS 細胞を用いた糖尿病治療の展望」
京都大学 iPS 研究所 教授 川口義弥氏
「京絵師・若冲」
細見美術館館長 京都ＲＣ会員 細見良行氏
「反社会的勢力との断絶は武蔵坊弁慶とあなたの輪」
公益財団法人京都府暴力追放運動推進ｾﾝﾀｰ 事務課長 上原忠晴氏
「女性のﾗｲﾌｽﾀｲﾙの変化に伴う活躍推進とﾋﾞｼﾞﾈｽｼｰﾝでのリラックス方法について」
㈱Ｍｅｇａｍｉ 取締役副社長 坂本景依子氏
「ﾗｸﾞﾋﾞﾞｰ代表は、いかにして南アフリカ代表を破ったか」
ﾗｸﾞﾋﾞｰｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 村上晃一氏
「更生保護について」
京都保護観察所 企画調整課 山本隆宏氏
休会
＊ビジター受付は平常通り
「京都と歌舞伎」
京都造形芸術大学教授 文学博士 田口章子氏
～社会奉仕クラブ・フォーラム～「海外ボランティア活動」
歯科医師 大学教授 小峰一雄氏
「特色ある運営を目指して」
京都国際マンガミュージアム 事務局長 上田修三氏
「米山奨学生スピーチ」
廖干晴様
「ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制度について」
大阪国税局下京税務署総務課長 長井拓也氏
第 5 回クラブ・フォーラム 国際奉仕部門
「祇園祭 綾傘鉾復興と棒振り囃子」
祇園祭 綾傘鉾保存会 理事長 寺田 進氏
「きものアレコレ」
会員 （有）織匠小平 代表取締役社長 小平真滋郎氏
」
「伝統は革新の連続『和傘の技術を世界へ』」
㈱日吉屋 代表取締役 合同会社ＴＣＩ研究所代表社員 西堀耕太郎氏
未定
株式会社松榮堂 代表取締役社長 畑 正高氏
「高齢者の疾患～新しい病名」
会員 西川昌樹氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30
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