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『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

２０１６年４月１９日
第２３２９回例会 WEEKLY BULLETIN
ｒ
「私のロータリーライフ」

４５－３７

一つであると考えられます。それは「時間休暇」
の取得というかたちであらわれ、毎週火曜日は
副 S.A.A. 谷口 浩三

京都東山ロータリークラブに入会させて頂き、
二年半が過ぎました。当初はとにかく一年間は
頑張って続けようと思っていましたが、振り返ると
「あっと」いう間に時間が過ぎてまいりました。
例会では会長のスピーチやゲストの卓話を拝
聴し、まだまだこの年になっても知らないことば
かりで刺激を受け、生涯勉強することの大切さを
感じております。また、趣向を凝らした例会の運
営は新鮮さを感じ、知らず知らずのうちに例会
に足を運ぶことが当たり前のように思うこの頃で
す。
ご存知のように私はハローワークで就職支援
の仕事に従事しておりますが、事業所のトップの
理解を得られたことが例会出席の大きな要因の

朝から午後 2 時 30 分まで離席を許され事業所
の仲間も公認してくれています。
ハローワークの前に勤めていた私企業では
「有給休暇」などはほとんど取得したことがなく、
「時間休暇」という言葉も知りませんでした。休日
返上で出勤したり、サービス残業は当たり前とい
う感覚で働いていましたし、部下たちにも軽いプ
レッシャーをあたえていたと思います。立場が変
わればなんとかで、、、ハローワークは 100％の
有給休暇の取得を勧めますし、私もそれを享受
しております。皆様の事業所におかれましても従
業員に対して「有給休暇」取得を実施されている
と思いますが、上記の「時間休暇」の導入をぜひ
おすすめしたいと思います。
（裏面に続く）

-母子の健康月間-

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♪ 四つのテスト
会長挨拶
来客紹介
表彰・奨学金授与
幹事報告
会員スピーチ
「私の仕事」村田好謙君
今月のお祝い
閉会点鐘
〔１３：３０〕

本日の会合
第 5 回次年度理事・役員会
例会終了後「平安の間」
第 3 回創立 50 周年記念実行委員会 18：00～「八千代」
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

前回例会報告
会員数 75（28）名 出席者 43（ 9）名
ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 76.8％
ゲスト
0名
第 2325 出席率 97.01％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ４月２６日（火）

於：西館３Ｆ「コスモス」
ピアニスト イリーナ・メジューエワ氏
（ﾗｲﾄﾗﾝﾁ）
次週の会合 ４月２６日（火）
次年度委員長会議
例会終了後 西館３Ｆ「竹の間」
京都東山 RAC‐APRRC 報告例会‐
19：30～「八千代」

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

特に小さなお子様や要介護の家族を抱えた
従業員には大変便利で効率よく有休が取得で
きると思います。そして私自身も「時間休暇」を
取得すれば、それだけ事業所に貢献しなけれ
ばならないというモチベーションにもつながって
います。
今後の私の課題として、もっと多くのメンバー
の方とより深いお付き合いを通じて、より充実し
たロータリーライフを楽しみたいと思います。皆
さま今後ともよろしくお願い申し上げます。

井上（勝）君１９日

岡武君２０日

小山君２６日

幹事報告
■『魚のつかみどりと昔遊びのわくわく体験』お礼

お役の会員諸兄姉、ご参加頂いた皆様、無事盛会に
終了することができました。ありがとうございました。

■金沢南ロータリークラブとの交流会

お礼
4/12（火）-13（水）の 2 日間にわたり金沢南 RC31 名、
東山 RC39 名の皆様にご参加頂き、大変有意義な交
流を図ることができました。ありがとうございました。

今月 の お 祝
❁ １００％出席会員表彰
連続 7 年間 竹之内君
❁ 誕生日
吉田（良）君 １日 山中君 ６日
関根君 ９日
中川君２３日
吉田（武）君２６日
❁ 夫人誕生日
村田君夫人
川中君夫人
橋本君夫人
横尾君夫人
山中君夫人
渡辺君夫人
末松君夫人
小山君夫人
君夫人

明美さん
喜美子さん
由花さん
絹子さん
登美子さん
敬子さん
幸子さん
久子さん
美恵子さん

❁ 結婚記念日
福留君 ４日
中川君１１日

柴田君 ４日
山田君１１日

山田君 ７日
深海君２４日

２日
６日
１０日
１０日
１３日
２２日
２４日
２５日
２７日
小坂君 ７日
佐貫君１３日

■～京都東山ロータリークラブ～ご夫人同伴例会のご案内

ご夫人同伴の例会を、来る 5 月 24 日（火）に開催いた
します。是非皆様方にはご出席賜りますようご案内申し
上げます。本日、ご夫人宛てにご案内を発送いたしま
す。ご出欠のお返事は、5 月 9 日（月）迄にクラブ事務
局（FAX：075-752-3309）までお願い申し上げます。
日 時 ２０１６年 ５月 ２４日（火）
例 会 １２：３０～１３：３０
場 所 ウェスティン都ホテル京都 東館２Ｆ 「山城の間」
内 容 笑福亭鶴二様による落語
会 費 無 料

都 京都Ｈｵｰｸﾗ -三古都ＲＣ友好懇親例会- 12：30～13：15 に変更
4/20 京
びわこ学院大学教育福祉学部 準教授 京都府名誉友好大使 逄 軍氏
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 中国人の消費行動～『爆買い』その背景にあるもの～」

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

4/21
（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

4/22
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

4/25
（月）
4/26
（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

クラブ・デー
「第 5 回クラブ・アッセンブリー」
「居場所と出番～一人ひとりが輝くために」
株式会社堀場製作所 管理本部 理事 野崎治子氏
「日本美術の海外流出と現在…浮世絵を中心に」
公益財団法人大和文華館 館長 あべのハルカス美術館 館長 浅野秀剛氏
～音楽例会～「祈りと尺八音楽」
尺八演奏家 中村仁樹氏
「女性が魅せられる男のﾋﾞｼﾞﾈｽ＆社交ﾏﾅｰ」
コミュニケーションコンサルタント 岩本時加子氏
「子どもは主人公」
京都ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団連盟 副連盟長 東南ﾌﾞﾛｯｸ長 音羽川ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 代表 島田幸治郎氏
クラブ・デー 第 5 回クラブ協議会
-クラブ広報・雑誌・会報部門フォーラム-「広報の秘訣」
京都新聞社 編集局 総務 藤田治久氏
「高次脳機能障害」とは？
京都大学大学院医学研究科・精神医学・教授 村井俊哉氏
「97 ｸﾗﾌﾞ合同会員増強会議に出席して」
会員増強委員長 伊藤一壽氏
「逢えてよかった」
女優 浜 美枝氏
～地区大会後クラブ・アッセンブリー～
「新会員スピーチ」
会員 堀田真由美氏、西村一郎氏
-会員スピーチ「旧海軍の沈船・沈飛行機」 宮内弘人氏
「コーヒーは専門じゃないんです」
㈱ｲﾉﾀﾞｺｰﾋｰ代表取締役会長 京都南ＲＣ会員 猪田浩史氏
京料理 萬重 若主人 田村圭吾氏
「美しい京都の撮り方」
株式会社水野克比古写真事務所 専務取締役 水野秀比古氏
音楽例会
ピアニスト 明石幸大氏
クラブ・デー
「こどもの未来と小児科医の心」
京都府立医科大学 小児科学教室 教授 細井 創氏
例会日時臨時変更
＊ビジター受付は平常通り

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

ＲＡＣ報告
【4/12（火）例会】
松井会員に卓話をして頂き、中西ＲＡ副委員長が出席
されました。ごくろうさまでした。

ＩＡＣ報告
「魚のつかみどりと昔遊びのわくわく体験」に 21 名のメ
ンバーが参加しました。前日のプール掃除、当日と素
晴らしい活躍をして頂きました。ごくろうさまでした。

4/10(日)
『魚のつかみどりと昔遊びのわくわく体験』
－見て、聞いて、触って、味わって－
於：京都市立百々小学校

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」
5/31（火）14：00～16：00「岡崎グランド」
・ゴルフ同好会
４月１３日（水）の金沢南ロータリークラブ様との親睦コ
ンペに多数のご参加いただき有難うございました。雨
の影響も最小限で済み、無事終えることが出来ました。
復活した団体戦は、金沢南さんの勝利でした。
来年は、リベンジに北陸遠征になると思われますので、
是非ともご参加お願いいたします！

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜4/10＞
ロータリー財団

計 15,000 円 累計 1,046,800 円

達成率 68％
ｸﾗﾌﾞ累計 1,341,640 円
ロータリー財団協力会より。
青山君
米山記念奨学会

計 0 円 累計 769,000 円

達成率 64％
ｸﾗﾌﾞ累計 842,000 円
ニコニコ箱

計 38,000 円 累計 2,693,000 円

魚つかみ体験

達成率 89.8％
特別事業の成功を祈念して
戸田君、岩橋君、中村（翠）君、小森君、渡辺君
吉田（武）君、中村（弘）君、松下君、
君
安澤君、岡武君、郡君、竹之内君、中島君
橋本君、布施君、谷口君、寄本君
朝早くから有難う御座います。今日一日宜しく御願いし
ます。
薮下君

希望の風奨学金

計 0 円 累計 527,000 円

達成率 68.4%

芝生ひろば

魚つかみ～調理～食事～ごちそうさまでした。

ふるさとの家
焼いたお魚をいただきます！

ふるさとの家
焼いたお魚をいただきます！

昔遊び
（こま回し、ヨーヨー、輪投げ、けん玉、竹とんぼ）

お菓子釣り

みなさま、おつかれさまでした。

綿菓子
バルーンアート
マジック

