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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
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ｒ
本年度事業
「魚つかみと昔遊びのわくわく体験」を終えて
社会奉仕委員長

郡

正樹

百々小学校での授業ならぬ事業が終わり
本当に終わったんだという実感も得ぬまま
日々を過ごしております。
当日は約 150 人の子供の統率等行き届かな
い部分があり、反省も多々ございますが、子
供達の笑顔が見れたことが一番なにより自
分にとって嬉しいことで、この役を頂けて良
かったと思いました。
最初は自分としては、お話しを頂いた半年
前には正直、安心してしまった部分がありま
した。何故かというと、事業について岩橋会
長のしっかりとした信念のもと、骨格の部分
である小学校、地域の折衝は実行委員長であ

-母子の健康月間-

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
ゲスト ピアニスト イリーナ・メジューエワ様
閉会点鐘
〔１３：３０〕

部分の魚つかみは横尾リーダーとしっかり
完成のイメージが出来上がっていたから自
分は何もしなくていいのではないかという
くらいの受け止め方でした。
しかしながら、現実はそう甘くはなく、き
っちり役が与えられ、それをしっかりこなさ
ないといけないと気付かさられ慌てふため
いてしまったのが現状でした。
人と人との橋渡し的な仕事は得意なはず
なのに空回りし、途中何度か自分が不甲斐な
くて、逃げ出したくなる状況もありました。
しかしながら今回はたぶん、しっかりとその
時々の現状を受け止められて対応しようと
前向きに努力しようと思う姿勢が取れたこ
とは自分にとって経験としての財産になり
ました。
（裏面へ続く）

会員数 75（28）名 出席者 58（16）名
ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 92.1％
ゲスト
2名
第 2326 出席率 98.48％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

*５月３日（祝）は休会です。ご注意ください。
次週の例会 ５月１０日（火）
於：東館４Ｆ「葵殿」
クラブ・デー/クラブ・フォーラム（創立５０周年記念事業）
担当 創立５０周年記念事業実行委員長 中村翠嵐君

本日の会合
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」

第 2650 地区ガバナー
中澤忠嗣

る薮下奉仕プロジェクトリーダー、そしてク
ラブ内の取りまとめは岡武幹事、またメイン

前回例会報告

本日の例会 ライトランチ

２０１５－１６年度
国際ロータリー会長
K.R.ラビンドラン

４５－３８

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

次週の会合

５月１０日（火）
第 11 回定例理事・役員会
例会終了後「平安の間」
京都東山 RAC 滝川卓話
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

過去に出来ないことに無理をして背伸びをし
て失敗した、若い頃の自分を乗り越えたので
はないかと自負しております。
私の成長譚はこの辺で。今回は、東山ロー
タリーの事業に関わることが出来て、奉仕活
動が出来たことに感謝しております。
幹事報告
■ 次回例会は

5/10（火）
5/3（祝）は休会です。お間違いのないようご注意くださ
い。
■ ＧＷ事務局休局のお知らせ
5/2（月）、6 日（金）は事務局を休局いたします。緊急の
ご連絡は、幹事までお願い致します。
■ ロータリーレート変更
5 月 1 日より、ロータリーレートが１㌦＝１１０円に変更さ
れます。（現行 116 円）

■ 次年度委員長会議

本日例会終了後、「竹の間」に於いて次年度委員長会
議を開催致します。次年度委員長の皆様はご出席よろ
しくお願いいたします。
■「2015-16 年度ロスター原稿」
京都市内２４ＲＣロスター作成の時期となりました。
前回、お配りした原稿が入稿原稿になりますので、内容
をご確認の上、訂正の有無にかかわらず 5/10（火）まで
に回答ボックスへお返しくださいますようお願い致しま
す。

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」
練習試合 vs 洛中ＲＣ 4/30 16：00～「岡崎グランド」

・ロータリーほろにが会 5/10（火）18：00～「東華菜館」

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜4/19＞
ロータリー財団

計 5,000 円累計 1,051,800 円

達成率 68.3％
ｸﾗﾌﾞ累計 1,346,640 円
一助に。
上村君
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 93,000 円 累計 2,786,000 円
達成率 92.9％
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。
岩橋君、西村君、杉﨑君、布施君
村田さん、御受章おめでとうございます。本日スピーチ
ありがとうございます。
中村（弘）君、鈴木君、佐々木君、安澤君、松井君
今井君、小山君、渡辺君、小森君、川勝君、竹之内君
ゴルフ同好会の皆様、金沢南 RC さんとのコンペご参加
有難うございました。
村岡君
辻君、この間は有難うございました。
中村（翠）君
中村弘吉先生、先日のライブハウスでの楽しいひととき
ありがとうございました。次回は洋楽ライブを楽しみにし
ています。
清水君
100％出席自祝。
竹之内君
誕生日自祝。
吉田（良）君、山中君、関根君、中川君
吉田（武）君、山田君、深海君
妻誕生日自祝。
山中君、村田君、小山君、中村（吉）君、橋本君
おめでとう！！
辻君
結婚記念日自祝。福留君、小山君、岡武君、中川君
希望の風奨学金
計 0 円 累計 527,000 円
達成率 68.4％

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「継いだ和らい」
狂言師 大蔵流茂山忠三郎家 五世当主 茂山良暢師
4/27 京
石割照久氏
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん -新入会員スピーチ-「京野菜と学生」

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

4/28
（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

4/29
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

5/2
（月）
5/3
（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
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ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
ｾﾝﾁｭﾘｰ H
ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
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ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞ H
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「歩くまち・京都」の取組について
京都市都市計画局歩くまち京都推進室 企画課長 大岸將志氏 交通施設計画課長 橋本典幸氏
クラブ・デー
「感謝 第 23 回世界ｽｶｳﾄｼﾞﾔﾝﾎﾞﾘｰ」
西本願寺副執行長 ｽｶｳﾄ日本連盟理事・ｴｰﾙﾏｽﾀｰ 山口県柳井ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 村上智真氏
「格之進、日本を背負い世界最速を目指す」
Ｆ１レーサー 太田格之進氏
「アミティエ・スポーツクラブ京都」
㈱アミティエ・スポーツクラブ京都 代表取締役 掘込孝二氏
休会
＊ビジター受付はございません
スーパーサーズデー
「バイオリンと共に｢春｣をテーマにクラシックありジャズあり皆さんと歌あり、、、」
ピアノ福島淳子氏 バイオリン武居エミ氏
-会員スピーチ-「英国アンティーク家具」
濱野惠子氏
クラシックありジャズあり皆さんと歌あり、、]
「クラブ・デー」記念式典についての説明会
ピアノ福島淳子様 バイオリン武居エミ様
「シークワーサー」
中部大学教授 元米山奨学生 ウゼテ氏
祝日休会
祝日休会
祝日休会
祝日休会
休会
＊ビジター受付は平常通り
「創立 40 周年に向けて」
千宗守会長
休会
＊ビジター受付はございません
休会
＊ビジター受付はございません
祝日休会
祝日休会
祝日休会

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

【本日の演奏曲目】

５月 の プ ロ グ ラ ム
５月３日（火） 祝日休会

ショパン：幻想即興曲
ショパン：ノクターン第２番
ウェーバー：舞踏への勧誘
チャイコフスキー：舟歌

５月１０日（火）クラブ・デー
クラブ・フォーラム
（創立５０周年記念事業）
担当 創立５０周年記念事業実行委員長
中村 翠嵐 君
５月１７日（火）クラブ・フォーラム（青少年奉仕）
担当 青少年奉仕委員長 竹之内米貴 君

メトネル：プリマヴェラ（春）
５月２４日（火）‐スピーチ‐（同伴例会）
「 未 定 」笑福亭 鶴二 氏
【プロフィール】

イリーナ・メジューエワ
ロシア生まれ。モスクワのグネーシン音楽大学で
ウラジーミル・トロップに師事。1992 年ロッテルダ
ム（オランダ）で開催された第 4 回エドゥアルド・
フリプセ国際コンクールでの優勝後、オランダ、ド
イツ、フランスなどで公演を行う。
1997 年からは日本を本拠地として活動。2002 年、
スタインウェイ・ジャパンによる国内コンサートツ
アー。2003 年、サンクトペテルブルク放送交響楽団
と日本国内４都市で共演。2005～06 年にはザ・シン
フォニーホール（大阪）で４回にわたるリサイタ
ル・シリーズを開催。2006 年からは毎年京都でリサ
イタルを行うなど、精力的な演奏活動を展開してい
る。
これまでにロッテルダム・フィルハーモニー管弦
楽団、プラハ交響楽団、ロシア・シンフォニーオー
ケストラ、高雄市交響楽団（台湾）
、日本フィルハ
ーモニー交響楽団、東京都交響楽団、京都市交響楽
団、大阪交響楽団、兵庫芸術文化センター管弦楽団、
九州交響楽団、広島交響楽団、山形交響楽団などと
共演。
ＣＤ録音にも精力的で、これまでに多数のアルバム
をリリース。「ショパン：ノクターン全集」は 2010
年度レコードアカデミー賞（器楽曲部門）に輝く。
2006 年度青山音楽賞受賞。2015 年、第 27 回ミュー
ジック・ペンクラブ音楽賞（クラシック部門、独奏・
独唱部門）受賞。

５月３１日（火）‐スピーチ‐
「ヨットレース」
㈱不二家商事 代表取締役
京都西 R.C.会員 馬場 益弘 氏

