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会長テーマ

“今、を知り、未来を語ろう。Ｒｏｔａｒｙ！”

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

２０１６年６月７日
第２３３５回例会 WEEKLY BULLETIN
ｒ
「１年間の感謝をこめて ～幹事退任のご挨拶～」
幹事 岡武 和暁
皆様、この１年余りたいへんお世話になりまし
た。私に取りまして、とても密度の濃い、充実し
た時間となりました。
思い返しますと、昨年３月末に岩橋会長から
幹事就任の要請を頂いたことが全ての始まりで
した。野球に例えると、登録されてベンチに入っ
ていますが、こんな大事な公式戦で自分が登
板するなど夢にも思っていなかった新人投手の
心境でした。本当に自分で良いのだろうか、ま
た自分で大丈夫なのだろうかと逡巡もしました
が、岩橋会長からの真摯な要請を受け、就任を
決意しました。お引き受けしたものの、心の準備
もないままでしたので、全く分からないことばか

４５－４３

りです。分からないことは率直に諸先輩方に教
えを乞いましたが、全ての方が親切に丁寧に教
えて下さいました。また、毎週の例会、事業を始
めとする各委員会の取り組み、他クラブとの交
流、理事・役員会の運営等におきましては、会
員の皆様がご自身の役割に対して強い責任感
を持って当たって下さいましたので、幹事として
は安心してお任せできました。
この１年で一番残念だったのは、我々の仲間
安倍秀風会員のご逝去です。ただし代わって、
ご子息の安倍禎一君が３名のお仲間とともにご
入会下さいます。こちらは年度の終わりにとても
嬉しいニュースでした。
１年間幹事を務めさせて頂いて「京都東山ロ
ータリークラブは本当に良いクラブだ。入会して
本当に良かった！」と実感しています。個性溢
れるメンバーですが、会員のそれぞれが京都東
山ロータリークラブのことが大好きです。 （裏面に続く）

-ロータリー親睦活動月間-

本日の例会 クラブ・デー
開会点鐘
君が代斉唱
ロータリーソング♪ 奉仕の理想
会長挨拶
来客紹介
表彰・奨学金授与
新会員入会式
幹事報告
今月のお祝い
閉会点鐘

〔１２：３０〕

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

会員数 75（28）名 出席者 53（18）名 ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率
81.5％
ゲスト
2名
第 2331 出席率 96.97％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ６月１４日（火）
‐ヤレヤレ例会‐
例会時間臨時変更 17：30～
於：ウェスティン都ホテル京都西館 4F「瑞穂の間」
〔１３：３０〕

本日の会合
第 2 回ﾛｰﾀﾘｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
第 12 回定例理事・役員会
第 7 回次年度理事・役員会

前回例会報告

11：00～「平安の間」
例会終了後「平安の間」
18：00～「田ごと」本店

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
京都東山 RAC

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

卓話「紫野 RAC OB 加藤様」
19：30～「八千代」

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

幹事をさせて頂いたおかげで、会員方とお話し
する機会が増えて、親密になることができました
ことは、私にとって大切な財産です。そうしたメ
ンバー方の思いに支えられて、何とか４８年目
を終えることができそうです。私が４９歳になっ
たところですので、クラブの歴史と私の人生は
ちょうど重なります。その歴史の長さと重みを感
じながら、４９年目の次年度、節目となる５０周
年へと「京都東山ロータリークラブ」の歴史のバ
トンをつなげることができたということが何より嬉
しいことです。
よちよち歩きの幹事で、会員諸兄には多大な
ご迷惑やご心配をおかけしたことと存じます。
最後に紙面をお借りしてではございますが、お
詫びさせて頂くとともに、この間の皆様のご厚情
やご支援に心より感謝申し上げます。本当にあ
りがとうございました。
新会員紹介
◆牧野 誠司（まきの せいじ）会員
勤務先：〒612-8053
京都市伏見区東大手町 763 番地 若由ﾋﾞﾙ 4 階
弁護士法人 伏見総合法律事務所
TEL：075-604-1177
FAX：075-604-1188
自宅：〒612-8081
京都市伏見区新町 3 丁目 492 の 1
ｴｽﾘｰﾄﾞ伏見桃山ｸﾞﾗｾﾝﾄ 610 号
職業分類 民事弁護士
推薦者：坂田 均、平野 俊雄

今月のお祝い
❁ １００％出席会員表彰
連続２６年間
松井君
連続 ４年間
松下君
❁ 誕生日
杉崎君 １２日
布施君 ２８日
川勝君 ２８日
❁ 夫人・夫君誕生日
関根君夫君
秀治さん
１６日
竹之内君夫人 尚子さん
２６日
❁ 結婚記念日
関根君 ４日
井川君 ６日
中西君 ２６日
寄本君 ２６日

幹事報告
■ 新会員入会式

本日、新会員として、牧野 誠司（まきの せいじ）君を
お迎えします。ご活躍を期待致します。
■ 次週は「ヤレヤレ会」

次週 6 月 14 日（火）17：30～ヤレヤレ例会をウェスティ
ン都ホテル西館 4F「瑞穂の間」に於いて開催いたしま
す。ご出欠のお返事がまだの方は、親睦委員会また
は事務局までお知らせください。
■ 規定審議会・地区報告会

6 月 11 日（土）にホテルグランヴィア京都においてＲＩ
規定審議会（4/10～15 開催）にご出席された坂本克
也パストガバナーによる「報告会」が開催されます。岩
橋会長、岡武幹事が出席されます。ご苦労様です。

同好会情報
・野球同好会
練習 6/28（火）12：00～14：00「岡崎グランド」
練習試合 6/25（土）16：00～VS 洛中 RC「吉祥院公園グランド」
・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」

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「新・観光立国論」
㈱小西美術工藝社 代表取締役社長 デービッド・アトキンソン氏
6/8 京
衆議院議員 北神圭朗氏
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「たゆまず、屈せず、再挑戦」

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

6/9
（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

6/10
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

6/13
（月）
6/14
（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

新入会員スピーチ
会員 山本裕之氏
インドネシア飲料水ﾌﾟﾗﾝﾄ設置の為、変更
一般財団法人国民公園協会 京都御苑 支部長 池田善一氏
「苦しみを笑いに変えた野球人生」
プロ野球解説者 達川光男氏
「未定」
株式会社ペルレ京都 代表取締役 奥 広子氏
クラブ・デー
「退任挨拶」
理事・役員
「RYLA 報告」
2015-16 年度 RYLA 受講生 ㈱京写 德田 篤氏
「RYLA 報告」
2015-16 年度 RYLA 受講生㈱前田染工 勤務 栗栖茂之氏、武内信彰氏
「シンキングボウルについての話と実験～シンキングボウル演奏～」
シンキングボウル・ﾋｰﾘﾝｸﾞｻﾛﾝ「京一倫」主宰 山田恵子氏
休会
＊ビジター受付は平常通り
-イニシエーションスピーチ-「遺言作成の留意点」
会員 大河内由紀氏
「理事・役員退任挨拶」
15-16 年度理事・役員
「未定」
公益財団法人 交通文化振興財団 専務理事 三浦英之氏
-会員スピーチ「新入会員スピーチ」田中裕芳氏、「ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会を通じて学んだこと」原田孝一朗氏
「スタンダードｼﾞｬｽﾞと優しいｵﾍﾟﾗ」
ｿﾌﾟﾗﾉｼﾝｶﾞｰ みお氏、ｼﾞｬｽﾞﾋﾟｱﾆｽﾄ 渡辺史公氏
「創立 40 周年記念式典慰労例会」のため例会時間臨時変更
＊ビジター受付はございません
「現代社会と仏法」
総本山知恩院布教師会 会長 中村晃和氏
「健康な髪の色を保つ方法」
ﾚｲｿｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 代表取締役 会員 藤本佳子氏
「未定」
玄照寺 住職 瓜生 崇氏
－追悼例会－「故 北川武彦君を偲んで」
会員 澤井和興氏、長瀬 護氏、大野嘉宏氏
「理事退任挨拶Ⅱ」
各担当理事

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

・ロータリーほろにが会 6/14（火）18：00～
「ウェスティン都ホテル京都 東館 2F 山城の間」

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜5/31＞
ロータリー財団

～５月のスナップ～
５/１０（火）クラブ・デー

計 10,000 円 累計 1,201,800 円

達成率 78％
ｸﾗﾌﾞ累計 1,496,640 円
娘が結婚することになりました。
安澤君
米山記念奨学会
計 20,000 円 累計 891,000 円
達成率 73.6％
ｸﾗﾌﾞ累計 1,022,000 円
馬場益弘様、本日スピーチありがとうございます。
松下君、吉田（武）君、山田君
ニ コ ニ コ 箱 計 58,000 円 累計 3,082,000 円
達成率 102.7％
京都東山 R.C.の皆様のご友情に感謝致します。本日
宜しくお願い致します。
京都西 R.C. 馬場益弘様
馬場益弘様、本日スピーチありがとうございます。
今井君、谷川君、西村君、杉﨑君、小山君
渡辺君、柴田君、岡武君、安澤君、上村君
ソウル大会ありがとうございました。
岩橋君
川勝さん、センショウレイナ号初優勝おめでとうござい
ます！秋は GⅠだー
吉田（良）君、中村（弘）君
深海君、村岡君、橋本君、福留君、小山君、中西君
センショウレイナ号初勝利！！みなさまに感謝！！
川勝君
希望の風奨学金
計 15,000 円 累計 614,000 円
達成率 79.7％
一助に。
植野君
福留先生、色々お世話になりありがとうございました！
中塚君
皆さん、僕の時も沢山の御寄付よろしくお願いします。
郡君

100％出席、お誕生日お祝い
表彰のみなさま
おめでとうございます。
クラブ・フォーラム
担当
中村 翠嵐 君

５/１７（火）クラブ・フォーラム
担当 青少年奉仕委員長
竹之内米貴 君

ソウル国際大会
5/28～6/1

５/２４（火）‐スピーチ‐（同伴例会）
「落 語」 笑福亭 鶴二 様

５/３１（火）‐スピーチ‐
㈱不二家商事 代表取締役
京都西 R.C.会員 馬場 益弘 様

