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「年度終わりに当たって」 
 

                副会長 戸田義高 

 

今年度もいよいよ千秋楽が近づいて参りまし

た。何と言っても今年度は当初より波乱含みの

船出。今年度発足にあたり、岩橋会長予定者

や、某幹事予定者は前々から様々な準備怠り

なく進めておられました。其の中に私への副会

長就任の依頼もありました。当時私は別途、宮

使いに有り、昼間の時間午前１０時ごろより午後

４時頃までは一応責任者として席を外す事を極

力避けたい思いも有り、ご辞退申し上げたので

すが有る先輩にご相談致しました処「なに、副

会長は刺身のつま、有って良し、無くても特段

の不都合もないので、、、、」との事、（私ではな

く有るべテラン先輩の影の助言ですので誤解の

ないよう願います）とはいっても刺身のツマ其の 

 

 
物もないと淋しいが、あっても特段に注意をひく

ものではないとして安心して御引き受け致しまし

た。 

処がなんと、要で有るはず、あるべき幹事氏

が、家庭の事情か、個人的問題か、何が有った

か詳しくはしるよしもありませんが、年度初め寸

前の突然の退会。しかし、さすが岩橋会長、若

くて優秀な現幹事岡武会員を選任されました。 

無事船出！と思う間もなく会長ご自身の体調

不調。刺身のつまであるはずの私の出番がいき

なり出て参りました。もしかしたら会長ご自身体

調には多少の不安をおもちであったのかもしれ

ませんが、、、なにはともあれまず開会の点鐘と

開会の御あいさつをと。 

さて、小野直前会長が一度、刺身のつまの私

が６回の御挨拶。其のご挨拶、長々とああだこう

だと饒舌なご挨拶は嫌われの元、とは言え短く 

             （裏面に続く） 

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 忠昭 
会長エレクト(理事) ·· 渡辺 剛士 
直前会長(理事) ····· 小野 富造 
副会長(理事) ······· 戸田 義高 
幹事(理事) ·········· 岡武 和暁 
クラブ管理(理事) ···· 木村 安輝 

(理事) ··· 薮下 清三 
広報(理事) ·········· 岸  弘祐 
会員増強(理事) ····· 坂田  均 
 

副会計 ········· 松下 明史 
･･松井 信五 

 ················· 中村 翠嵐 

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 
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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 

 

-ロータリー親睦活動月間- 

 
本日の例会 ヤレヤレ例会 

開会点鐘 〔１７：３０〕 

ロータリーソング♪それでこそロータリー 

来客紹介 

幹事報告  

閉会点鐘  

-ヤレヤレ会- 〔１８：００〕 

 

前回例会報告 
会員数 76（28）名 出席者  59（18）名 ビジター 1名 
( )は出席率除外会員 出席率 89.4％ ゲスト  5名 
第 2332出席率 94.12％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

*次々週６月２８日（火）は休会です。ご注意ください。 

次週の例会 ６月２１日（火）於：東館 4Ｆ「葵殿」 

-最終例会- 

「退任挨拶」    会  長 岩橋 忠昭君 

    副会長 戸田 義高君 

 幹  事 岡武 和暁君 

次週の会合 ６月２５日（土） 

京都東山 RAC卒業例会  19：00～「桃園亭」 

 下京区河原町通四条下ル稲荷町 335

  

２０１６年６月１４日 第２３３６回例会 WEEKLY BULLETIN ４５－４４ 

DISTRICT 2650 CHARTERED April 13,1968 

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 

 



 

 

内容濃く、なーんて是も又難題、ロータリーの事

に付いて話すなど是も又僭越、あとは、口から

でまかせ、とは言いませんがおもいつくまま。最

後に開会点鐘二回打つという失敗やらかしまし

たが、どうやら岩橋会長の体調も回復しつつ有

り、今年度も無事千秋楽を迎えようとしています。

是一重に各役員諸氏、会員諸兄の温かいご理

解と御鞭撻、ご支援によるものと存じておりま

す。 

最後に、身内？を褒めるのもどうかと思いま

すが会長は当然ながら、今年度の様ざまな事

業の執行の中で特段の事故も無く円滑な会の

運営は幹事氏の手腕に依る処が大きい事を付

け加えておきたいと存じております。 
 

第 12 回定例理事･役員会議事録 〈6/7(火)開催〉 

1. 前回議事録承認に関する件 承認 

2. ロータリー財団・地区補助金申請（当年度）に関する件 承認 

（詳細は幹事報告をご参照願います。） 

3. 会員退会に関する件（小原晃会員） 承認 

4. 新会員の職業分類に関する件 報告 

5. 新会員の委員会配属（当年度）に関する件 報告 

6. 親睦活動開催に関する件 ヤレヤレ会（６／１４）、新入会員歓

迎会（次年度開催に） 報告 

7. ＩＡＣ次年度会長・幹事会参加に関する件 承認 

8. 規定審議会・地区報告会開催（６／１１）に関する件 報告 

9. 事務局職員夏季賞与に関する件 承認 

10.ウェスティン都ホテル京都への年度末お礼に関する件 承認 

11.次回理事・役員会（臨時）開催日時決定に関する件 報告 

12.その他の事項に関する件 

・RYLA 参加事業 報告 

・国際奉仕委員会事業予定 報告 

・50 周年記念事業に関する件  

2017年 8月 5日（土）に山中伸弥先生の記念講演会を実施 報告 

 

幹 事 報 告  

■本日は「ヤレヤレ会」 

本日は例会に引き続き、ヤレヤレ会を開催致します。 

親睦活動委員会のみなさま、お世話になります。 
 

■特別奉仕事業（熊本地震被災者支援プロジェクト

への緊急支援）の実施について 

第２６５０地区ロータリー財団を通じて、熊本地震被災

者プロジェクトへの緊急支援の要請がございました。

事業実施の喫緊性を鑑み、現年度での特別奉仕事業

実施について計画・立案し、６月７日の理事・役員会で

承認を頂きました。なお、事業内容は以下のとおりで

す。 
 

実施場所：熊本県上益城郡益城町 

事業内容： 

トラックやワゴン車の無償貸与（レンタカーの提供） 

地震で倒壊した家屋の瓦礫処理、家財等の処理に必

要なトラックやワゴン車を被災住民に無償で利用して

頂くための費用約５００万円の内、３５０万円を実施クラ

ブである大分キャピタルＲＣに提供させて頂きます。 
 

支援クラブ ：京都東山ＲＣ   （第２６５０地区） 

実施クラブ ：大分キャピタルＲＣ（第２７２０地区） 

支援先クラブ：熊本りんどうＲＣ （第２７２０地区） 

支援額合計 ：３５０万円内 

ロータリー財団地区補助金 ３３０万円

京都東山ロータリークラブ  ２０万円 
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京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ -新会員スピーチ-                                「通天閣の歴史について」 橋詰秀彦氏、「蕎麦雑学」 三嶋吉晴氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 例会日時・場所臨時変更  ※ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は平常通り 
 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH  「情報集会報告」各ﾘｰﾀﾞｰ、「退任挨拶」理事・役員 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「次年度第 1 回クラブ・ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ」 
 京 都 朱雀 京都東急Ｈ 「退任挨拶」  各委員長 

6/16 京 都 南 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ※ 新会員スピーチ  青山会員、田中会員、山藤会員、吉山会員 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「京都洛北に見る朝鮮通信使の足跡について」 東京藝術大学 美術学部 付属古美術研究施設 非常勤講師 片山真理子氏 
 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「未定」  会員 伊藤南山氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「退任挨拶」 会長・会長ｴレクト・副会長・幹事 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 3 ｸﾗﾌﾞ合同例会の開催ため例会変更  ＊ビジター受付はございません 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「議長に就任して」  京都府議会議長 植田喜裕氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「京都市の文化財保護について」  京都市文化市民局文化芸術都市推進室 埋蔵文化財 係長 馬瀬智光氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「PM2.5」  大阪府立大学工学研究科 名誉教授 足立元明氏 
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京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「フルートとピアノによるクラシック音楽会いのちのコンサート」 フルート園城三花氏、ピアノ前田 扇氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ～現・次年度合同クラブ・アッセンブリー～ 
 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「退任挨拶」  理事 役員 

  京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「第 6 回協議会 次年度のために」 

6/20 

 

京 都 西 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 新入会員スピーチ「自己紹介」  会員 佃 恭一氏 
（月） 京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「退任挨拶」 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「一年を振り返って Ⅰ」  理事・役員 

「」  

 

京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「ロータリー雑感」 京都シティ法律事務所 弁護士 京都洛西 RC 会員 嵯峨法夫氏 

6/21 

 

 

京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 第 5 回クラブアッセンブリー 次年度第 1 回クラブアッセンブリー 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「退任挨拶」  各担当理事 
 京 都 洛南 京都東急Ｈ 「退任挨拶」  会長 佐藤邦友氏、幹事 平田 隆氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

■インターシティミーティング登録のお願い 

  日 時 8月 20日（土） 開会 13：40～ 

  場 所 京都ホテルオークラ 

  登録料 3,000円   

登録料を添えて、親睦活動・出席委員会へ7/12（火）

までにお申し込み下さい。多数のご登録をお願い致し

ます。 
 

■第3回京都市内24RC合同幹事会（現・次合同） 

６月１７日（金）に市内２４ＲＣ幹事会が開催され、岡武

幹事、清水次年度幹事が参加されます。ご苦労様で

す。 

 
■禅と精進料理の体験会（国際奉仕委員会） 

6月 25日（土）世界遺産「天龍寺」に於いて、留学生の

皆様に日本文化を体験して頂く交流会を開催します。 

『禅と精進料理の体験会』 

日 時：6月 25日（土）9：30 ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都 

西館１F ﾛﾋﾞｰ集合 

場 所：天龍寺 

内 容：お寺の見学 禅の体験 精進料理 
 

会 員 だ よ り  

＊小原 晃会員、誠に残念乍ら 2016年 3月 31日をも

って退会されることとなりました。 
 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【卒業例会】 

６月２５日（土）１９：００より「桃園亭」にて、安倍禎一会

員、田村旭彦会員 2名の卒業例会を開催します。参

加をご希望の方はＲＡＣ委員会まで連絡をお願いしま

す。 

Ｉ Ａ Ｃ 報 告  
６月１９日（日）奈良市立一条高校にて、次年度ＩＡＣ 

委員長会議が開催され、岡武次年度ＩＡＣ委員長が 

参加されます。ご苦労様です。 

 

同 好 会 情 報  
＊野球同好会 

練習試合 6/25（土）16：00～VS 洛中 RC「吉祥院公園グランド」

練習 6/28（火）12：00～14：00「岡崎公園グランド」 

練習試合 ７/１８（祝）16：00～VS伏見 RC「岡崎公園グラ

ンド」 

＊ゴルフ同好会 

去る６月８日、洛東 RC との合同コンペにご参加の皆様有

難うございました。恒例の団体戦は、久しぶりに我、東山

RC の勝利となりました！今年度もゴルフ同好会へ多々ご

協力いただきまして有難うございました。 

＊ロータリーほろにが会 （当番ｸﾗﾌﾞ京都東山 RC） 

７/１２（火）18：00～「レストラン菊水」にて開催。 

皆様、奮ってご参加ください！ 

 

 

 

 

 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜6/7＞ 

ロータリー財団 計 55,000 円 累計 1,256,800 円 

 達成率 81.6％ 

 ｸﾗﾌﾞ累計 1,551,640 円 

牧野誠司君、ご入会お目でとうございます。 

 坂田君、吉田（武）君、清水君 

残り 1 ヶ月、ご協力のほど、よろしくお願いします。 

 戸田君、岡武君 

誕生日自祝。 布施君 

一助に。 本田君 

 

米山記念奨学会 計 42,000 円 累計 933,000 円 

 達成率 77.1％ 

 ｸﾗﾌﾞ累計 1,064,000 円 

牧野君、ご入会おめでとうございます。 中村（弘）君 

残り 1 ヶ月、ご協力のほど、よろしくお願いします。 

 岡武君 

誕生日自祝。 布施君 

一助に。 井上（武）君、奥田君、中川君 

※6/7の寄付にて、中村（弘）会員は、米山功労者3回

目となられました。おめでとうございます。 

 

ニ コ ニ コ 箱 計 61,000 円 累計 3,143,000 円 

 達成率 104.8％ 

久しぶりに伺いました。松井さんお世話になりました。 

 京都東 R.C. 川順介様 

牧野誠司君、本日ご入会おめでとうございます。 

 佐貫君、稲本君、岩橋君、中村（翠）君、坂田君 

 小山君、竹本君、小森君、渡辺君、平野君 

 村岡君、平野君、辻君 

今月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

 小山君  

岡武さんに感謝！ 平野君 

結婚祝い本当にありがとうございました。 福川君 

100％出席自祝。 松下君、松井君 

誕生日自祝。 杉﨑君、布施君 

主人誕生日自祝。 関根君 

夫人誕生日自祝。 竹之内君 

結婚記念日自祝。 寄本君、関根君 

 

希望の風奨学金 計 45,000 円 累計 659,000 円 

 達成率 85.6％ 

牧野君をお迎えして  薮下君、小野君 

残り 1 ヶ月、ご協力のほど、よろしくお願いします。 

 岡武君、山中君 

結婚自祝。多くの人に祝福して頂きありがとうございま

した。 福川君 

誕生日自祝。 小山君、布施君 

一助に。 本田君 

 

 

 


