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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５月１７日
第２３３２回例会 WEEKLY BULLETIN
ｒ
「入会一年を振り返って」

４５－４０

の時間帯はロータリー優先に段取りを組む
ように心がけています。また、日曜日の行事
会員

寄本

猛

昨年 7 月に入会させていただき早や 1 年に
なろうとしています。分からないことだらけ
で、正直分からないままになっていることが
多いのですが、少しづつですが覚えていきお
役に立てるようにと思います。まずはお顔と
お名前から覚えることからと思い親睦委員
として受付の担当させていただいています
が、間違えて失礼なことがあったかもしれま
せんがお許しください。
前任の西尾も毎週欠かさず出席している
ようだったのですが、そんなに欠席できない
ものやろかとか思っていました。毎週の出席
はちょっと無理と思っていましたが、まずは
例会に欠席しないようにと思い、火曜日のこ
-青少年奉仕月間-

もあり地元消防分団の行事や私の生涯スポ
ーツと思っているソフトボールとの日程調
整も正直四苦八苦しておりますが、時には他
を優先した時にはご理解願います。
同好会では野球部に入らせていただき、ソ
フトボールは現役ですが野球をまたやれる
とは思っていなかったんですが好きなこと
はやりたくなりますね。今年 9 月には甲子園
で試合もあり、野球好きの私がこの体験がで
きるようで感謝いたします。好きなことがそ
こにあり仲間がいるから出席しよう、そんな
動機もちょっとありますが、まずはそれで良
しとご理解いただければ幸いです。
同業者の集まりや会にはいくつか入って
おり、会によっては私が年長組の会もありま
す。ロータリーのように幅広く他業種で年齢

本日の例会 米山ランチ

前回例会報告

開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ 四つのテスト
会長挨拶
来客紹介
奨学金授与
幹事報告
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
閉会点鐘
〔１３：３０〕

会員数 75（28）名 出席者 63（19）名
ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 95.5％
ゲスト
1名
第 2328 出席率 95.08％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

本日の会合

５月１７日（火）
第６回次年度理事・役員会

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「千草 2」

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

次週の例会 ５月２４日（火） 夫人同伴例会
於：東館４Ｆ「葵殿」
「演題未定」笑福亭 鶴二 様

‐スピーチ‐

次週の会合

５月２４日（火）

第１回ﾛｰﾀﾘｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
次年度引き継ぎ協議会

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

11：00～「千草 2」
例会終了後「鳳凰の間」

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

層も高く人生の大先輩方のお話や考え方を
聞かせていただいたり、著名人の卓話も含め
学び事が多くもう少し早く入会しておけば
と思いました。まだまだロータリアンとは言
えませんが奉仕の精神を忘れず、個性と魅力
ある京都東山ロータリークラブの一員とし
て親睦をはかり地域社会に貢献できるよう
取組み、次の時代の人たちにつなげていけた
らと思います。
そしてまた、ロータリーでの学びを職場で
も、消防分団や私の住む地域にも生かせ貢献
でき、ここでも次世代の後継者を育てられる
よう取り組んでまいります。今後ともよろし
くお願いいたします。
第 11 回定例理事･役員会議事録 〈5/10(火)開催〉
1. 前回議事録承認に関する件 承認

9. 熊本地震・復興対策支援への義捐金に関する件 承認
10. ６月プログラムに関する件 承認
11. その他の事項に関する件
国際奉仕委員会 事業開催 承認
ＲＩより規定審議会ｸﾗﾌﾞ関係の主な決定事項 報告
12. 次回第１２回理事・役員会開催日時決定に関する件
2016 年 6 月 7 日(火) 例会終了後開催 承認

幹事報告
■米山ランチ

本日は米山ランチを実施致します。会員諸兄姉、ビジ
ター各位のご協力をお願い致します。
■ 次年度

Ｉ.Ｍ. インフォメーション
本日、次年度のＲＩ第２６５０地区インターシティミーティ
ング第３組ホストの京都西山ＲＣより、会場エレクト 梶
野興三（ｶｼﾞﾉｺｳｿﾞｳ）様、Ｉ・Ｍ実行委員 松本恒司（ﾏﾂ
ﾓﾄﾋｻｼ）様がＰＲ訪問されています。

2. 今年度事業に関する件 承認

■持ち廻り臨時理事会

3. 次年度予算案に関する件 承認

過日、会員増強委員会より、５名の新入会員候補者が
会員選考委員会に付議され、いずれも承認されました。
これを受けて理事会は、本日持ち廻りの臨時理事会
の開催を予定しています。

4. 次年度引き継ぎ協議会（5/24）開催に関する件 報告
5. 新入会員候補者選考に関する件 承認
6. 親睦活動開催に関する件 承認
ヤレヤレ例会（6/14）、新入会員歓迎会（6/21）
7. ローターアクトの活動に関する件 承認
今年度 RYLA 、例会運営、他
8. 金沢南ＲＣとの交流会開催に関する件 承認

■京都東ＲＣ創立

60 周年記念例会並びに祝宴

5/20(金)「ウェスティン都ホテル京都」に於いて開催さ
れ、岩橋会長、戸田副会長、吉田（良）会員、今村会
員、小林会員、小森会員、松井会員、中村（弘）会員、
西村会員、佐貫会員、谷川会員、布施副幹事、岡武
幹事が出席されます。ごくろうさまです。

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「王将流人材育成と挑戦」
㈱王将フードサービス 代表取締役社長 渡邊直人氏
5/18 京
公益財団法人民際ｾﾝﾀｰ 関西地区ファンドﾚｲｼﾞﾝｸﾞ担当 高橋厚子氏
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「奨学金支援で途上国の子どもたちを夢のスタートラインに」

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

5/19
（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

5/20
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

5/23
（月）
5/24
（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
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クラブ・デー
「私の職業」
会員 水田隆一氏
クラブ・デー
「困難を乗り越える力の謎に迫る」
健康社会学者（保健学博士） 蝦名玲子氏
「ハイパーグロースカンパニー：10 年間で一億円の売上達成」
村田作戦株式会社 代表取締役 村田育生氏
クラブ・デー
「フルートと今昔-演奏とともに」
テレマン室内オーケストラ 首席フルート奏者 森本英希氏
「京都府における地震防災対策の取組について」
京都府府民生活部防災消防企画課 主事 坂井健太氏
-会員スピーチ-「片田舎より海外へ」
西小路佳代氏
-会員スピーチ-「相続入門から対策まで」
川波 彰氏
京都乙訓ＲＣとの合同例会
＊ビジター受付は平常通り
「創立 60 周年記念例会並びに祝宴」 例会時間変更
＊ビジター受付はございません
-新世代クラブ・フォーラム-「ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞについて（仮）」
土井孝博青少年奉仕委員長、井手直子ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長
「ミラノでの個展を終えて」
会員 久保和子氏
クラブ・フォーラム「創立 25 周年にむけて⑤」
「ｲﾀﾘｱ歌曲とｵﾍﾟﾗﾏﾘｱ」
関西二期会会員 奈良教育大学音楽家特認准教授 大谷圭介、ソロﾋﾟｱﾆｽﾄ 小林千恵氏
「創立 40 周年記念式典インフォメーション」
創立 40 周年記念実行委員会
新入会員スピーチ
「私の履歴書」 田中晴男氏、「未定」諸冨正志氏
「キルギス紹介」京都民際日本語学校生 ｱｲﾇｰﾗ氏、「ｲﾝﾄﾞﾈｼｱは王国でできている」京都民際日本語学校生 ﾊﾟｳﾘﾝ・ﾀﾆｱ氏
青少年奉仕フォーラム
「吉本興業 104 年の歩みとこれから」
株式会社よしもとｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ 代表取締役社長 田中宏幸氏
「日本料理のよもやま話」
新会員 荒木稔雄氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

■ＲＹＬＡ

ＲＩ第２６５０地区 2015-16 年度ＲＹＬＡが、5/20（金）
-22(日)「福井アカデミアホテル・学校法人金井学園」
に於いて開催され、竹之内青少年奉仕委員長、岡武
幹事が参加、京都東山ＲＡＣ会員の串山琴美（くしや
まことみ）君が受講されます。ごくろうさまです。
■ヤレヤレ会ご案内

6 月 14 日（火）の例会開催時間が変更され、例会終了
後、引き続きヤレヤレ会が開催されます。本日、ご案内
をお配りしています。ご出欠は、6 月 7 日（火）までに
親睦活動委員または事務局へお返事ください。多数
の皆様のご参加をよろしくお願いいたします。
■ 新会員歓迎会

6 月 21 日（火）18：00～「晴鴨樓」に於いて開催いたし
ます。本日ポスト入れを致しております。ご出欠のお返
事は、6 月 14 日（火）までに親睦委員会または事務
局までお知らせください。
■熊本地震被災者義援金

去る 4 月 14 日から発生している熊本地震では、多くの
方が被災されています。RI 第 2720 地区では「熊本地
震総合支援室」が設置されました。今後の被災地の復
旧、復興を支えるために義損金募集の依頼がございま
した。
【活動支援金の使途】
地元ロータリアンが中心となり、被災地での支援活動
ならびに今後の復興支援の費用に充てます。
上記内容を、5/10（火）の理事会にて審議、承認を頂
きましたので、人頭分担金として会員様お一人 2,000
円を徴収、送金させて頂きます。宜しくお願い致しま
す。

ＲＡＣ報告
【5/10（火）例会】
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
【ＩＡＣ第１１回例会】
日時：5 月 28 日（土）
場所：東山高等学校「コンピュータ室」
集合：正面玄関に午後 3 時 50 分集合
例会：午後 4 時～

同好会情報
・野球同好会
練習 5/31（火）14：00～16：00「岡崎グランド」
・ゴルフ同好会
洛東ロータリークラブとの合同コンペ
6/8(水) 7：30 集合 「滋賀カントリークラブ」

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜5/10＞
ロータリー財団

計 75,000 円 累計 1,141,800 円

達成率 73.2％
円
82 歳になりました。
今井君
Ｒ財団へのご協力をお願い致します。岩橋君、清水君
一助に。
ロータリー財団協力会より。
寄本君
ｸﾗﾌﾞ累計 1,436,640

米山記念奨学会

計 42,000 円 累計 811,000 円

達成率 67％
円
今井君
岸君
岩橋君
中川君

ｸﾗﾌﾞ累計 884,000

82 歳になりました。
大変ごぶさたしております。
米山へのご協力をお願い致します。
一助に。
一助に。

ニ コ ニ コ 箱 計 122,000 円 累計 2,928,000 円
達成率 97.6％
一助に。
金沢南ロータリークラブ様
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。
松井君、渡辺君、小山君、吉田（武）君、山田君
創立 50 周年記念事業クラブ・フォーラム担当中村翠
嵐委員長本日はごくろうさまです。
吉田（良）君、佐貫君、小森君
竹之内君、奥田君、安澤君
谷口様お世話になりました。
谷川君
奥田先生、大変お世話になりありがとうございました。
坂田君
敦ちゃん、おめでとうございます。幸せぶとりに御注
意!!
中村（弘）君、中塚君
ニコニコ箱へのご協力、お願い致します。
岩橋君
夫人・家内誕生日自祝。
布施君、坂田君、中村（翠）君
誕生日自祝。
出席表彰自祝。
小野君、西村君
結婚記念日自祝。
山中君、中村（翠）君
村岡君、川勝君、谷口君
希望の風奨学金
計 0 円 累計 537,000 円
達成率 69.7％

らしさ、さらには、私たちロータリークラブ
の奉仕に対する姿勢が、若者の心を動かした
ことへの感激、自分自身が人間としてさらに
ひろがれまわれ、ひとつ心に
一歩、成長できた瞬間でもありました。
～みんなの心に残る夢拡がる体験
とても嬉しくて嬉しくて、返事を出しまし
「魚つかみと昔遊びのわくわく体験」～
た。そこに添えたメッセージの一部です。
「この冒険は、決してスマートではない。
会員 青山真由美
この冒険は、決して最短距離を目指すもので
はない。この冒険は、決してインターネット
「拝啓 先日、百々小学校にて撮影した写真
をお送りします。僕は今年、受験生なので、 では経験できない。多様性という名のダンジ
ョンで迷い、現実という名のモンスターと格
あまりインターアクトの行事に参加するこ
闘し、さまざまなクエストを仲間と乗り越え
とができません。今後は、祇園祭のゴミ拾い
るたび、レベルアップしている自分に気づく
に参加させていただく予定ですが、まだ決定
だろう。若さと可能性を武器に強さと優しさ
しておらず、今回の活動が、東山ロータリー
を持って、次のクエストをみつけるのはあな
クラブの皆さんにお会いする最後の機会だ
た自身。さあ、明日からあなたは未来を創る
ったのかもしれません。
冒険の主人公だ。」
今回の活動で多くの方々とふれあい、すば
今後も、たくさんの冒険をしながら、仲間
らしい体験ができたこと、
・・・・
（中略）
・・・
との友情やひとつひとつの達成感を大切に
僕の人生において忘れられないものです。本
温め、社会へ、そして世界へと視野を広げて
当に、ありがとうございました。
今回は特別大サービスということで（笑）、 いってくれることを願っています。これから
の人生、夢拡がるよう活躍してくれることを
僕が撮影した飛行機や近所の犬の写真も同
封しました。微笑んでいただけると幸いです。 祈りながら。
最後になりましたが、先日の活動で、たく
さんのご指導を賜り、本当にありがとうござ
いました。
敬具」
「感極まる」、というのはこのような瞬間
をいうのでしょうか。思わず目頭がじわっと
熱くなり、涙がほろりとこぼれそうになりま
した。一生懸命やってよかった、真剣に取り
組んでよかったと。
この手紙は、一部抜粋いたしましたが、
百々小学校での奉仕プロジェクト事業「魚つ
かみと昔遊びのわくわく体験」に参加したイ
ンターアクトのメンバーから送られたもの
です。高校３年生と聞いたので、自分の子ど
もみたいな感覚で接していましたが、
「若さ」
という真っすぐな眼差し、はち切れんばかり
のエネルギーを、いつの間にか私も一緒に体
感しているような気になっていました。それ
とともに、この子たちに何かを伝えたい、何
かを感じてもらいたいという思いでいっぱ
いでした。しかし、そんな上から目線の思い
とは裏腹に、体を動かし体験すること、いろ
いろな人と触れ合うことで、一番大切なこと
を自らが感じとってくれたように思います。
若者たちとの新しい出会い、そして、世代
を超えて心をひとつに取り組むことのすば

