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会長テーマ

～ 奉 仕 の 心 を 大 切 に ～奉仕を通じてロータリーを楽しもう

MEETING ON TUESDAY 12:30 THE WESTIN MIYAKO KYOTO
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「私の職業奉仕」
職業奉仕委員長

これはその他団体との違いを明確にするも
のであり、各地域のリーダーの入会を促す
大きな力となることと思われます。

平野俊雄

ロータリーは創立当初より職業を代表し、
地域社会のリーダーとして、ロータリアン自
身の自己研鑽を含めて、職業倫理道徳向上を
ひとつの大きな目的として発展してきまし
た。しかし近年の国際ロータリーはロータリ
ーと言う組織の在り方について、世界的な人
道奉仕団体であるという立場に大きな比重
を置くようになってしまっておりました。こ
のことに関し、２０１６年４月の国際ロータ
リー規定審議会では職業奉仕（事業／専門職
業／地域社会のリーダー）と人道的奉仕をバ
ランスとったものにするとプレゼンテーシ
ョンしています。

(裏面へ続く)

-職業奉仕月間-

前回例会報告

本日の例会

クラブ・デー
開会点鐘
ロータリーソング♪ それでこそロータリー
会長挨拶
来客紹介
表彰・奨学金授与
幹事報告
今月のお祝い
閉会点鐘

本日の会合

〔１２：３０〕

次週の例会
〔１３：３０〕

１月 １７日（火）
第 2 回次年度理事・役員会
例会終了後「平安の間」

クラブ創立５０周年
2018 年 4 月 2 日
２０１６－１７年度
国際ロータリー会長
ジョン F. ジャーム
第 2650 地区ガバナー
刀根 荘兵衛

会長(理事) ·········· 渡辺
会長エレクト(理事) ··· 小森
直前会長(理事) ····· 岩橋
副会長(理事) ······· 中村
幹事(理事) ·········· 清水
クラブ管理(理事) ···· 松井
(理事) ··· 坂田
広報(理事) ·········· 木村
会員増強(理事) ····· 本田

会員数 76（26）名 出席者 56（18）名
ビジター 0 名
出席率 85.51％
ゲスト
2名
第 2359 出席率 85.51％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）
１月２４日（火） 於：東館 4Ｆ「葵殿」
-新会員スピーチ「吟剣扇のいろは」 安倍 秀風君
「狂言のいろは」 茂山 良暢君
（ライトランチ）
次週の会合 １月２４日（火）
第 5 回指名委員会
11：30～「平安の間」
京都東山 RAC ボルダリング例会 20：00～
「京都市北区紫野」

“未来に繋がる
“未来に繋がる

剛士
直之
忠昭
弘吉
泰博
信五
均
安輝
修造

ﾛｰﾀﾘｰ財団(役員) ···· 薮下
ﾛｰﾀﾘｰ情報(役員) ···· 小野
親睦活動(役員) ····· 川勝
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 吉田
職業奉仕(役員) ····· 平野
社会奉仕(役員) ····· 中塚
国際奉仕(役員) ····· 安澤
青少年奉仕(役員) ·· 郡
会 計(役員) ········ 松下

清三
富造
裕之
武雄
俊雄
浩
英治
正樹
明史

””

あと４４１日

副幹事 ········· 村田 好謙
副幹事 ········· 橋本 幸司
副幹事 ········· 中村
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 山本 眞也
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 村岡 正浩
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 山田幸一郎
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 青山真由美
副会計 ········· 上村 承生

･･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

このような重要性を持つ職業奉仕について、
今回のフォーラムでは各会員に「私の職業奉
仕」というテーマでお話し頂きます。各会員
におかれましては職業奉仕の理念をロータリ
ーで勉強され、自身の事業に持ち帰り実践し
ておられます。この「I SERVE」の実践例を獣
医である福留会員、保険業である岡武会員、
和菓子材料製造業である中村吉晴会員と色々
な職業をお持ちになる方に発表していただき、
会員がより職業奉仕について刺激を受け学べ
るようフォーラムを行いますので、どうぞ宜
しくお願い致します。

❁ 結婚記念日
今井君 １０日 小野君 ２０日 吉田(良)君 ２７日

幹事報告
■ 地区大会登録締切り

ご登録、ご登録料 10,000 円は本日中に親睦委員長へ
お願いします。登録システムの関係上、締切日（22 日）
を過ぎますと事前の登録、取消しができませんので、ご
諒承ください。
■ お知らせ

*京都平安ロータリークラブ事務局移転（2017.1.20 より）
【事務局】
京都市右京区西院清水町 147-2
TEL 080-9748-7480
FAX 075-320-2762

ＲＡＣ報告

今月のお祝
❁ １００％出席会員表彰
連続１９年間
小森君
連続 ６年間
関根君
連続 ５年間
中川君、上村君
❁ 誕生日
薮下君 ５日 青山君 ７日 木村(安)君 １１日
渡辺君 １８日 村岡君 １９日 坂田君 ２２日
小野君 ２６日
❁ 夫人誕生日
植野夫人
敏江さん
６日
横井君夫人
悠紀子さん １１日
小野君夫人
紀子さん
１４日
佐貫君夫人
知美さん
１７日
今村君夫人
みずゑさん ２０日
本田君夫人
映子さん
２０日
大藤君夫人
綾子さん
３１日
平野君夫人
敬子さん
３１日

【1/10（火）例会】
中西 RAC 委員長、井上（正）RAC 副委員長、福川、
安倍、田村、茂山同委員、渡辺会長、川勝親睦活動・
副幹事、村岡副 S.A.A.、深海会員が出席されました。
ごくろうさまでした。
【1/24（火）ボルダリング例会】
登録開始 19：45 開会点鐘 20：00 閉会点鐘 22：00
場所 ：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町 1 楽
只市営住宅７棟 102 号
TEL(075)748-0202
市バス 「千本北大路」下車 ※専用駐車場 無
登録料：RC3500 円（＊シューズレンタル料込み）
持ち物：タオル・動きやすい服装・飲み物
＊シューズをお持ちの方は持参可能
注）お食事の用意はございませんので、各自済ませて
ご出席の程宜しくお願い致します。

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 新会員スピーチ
「TWILIGHT EXPRESS 瑞風（ﾐｽﾞｶｾﾞ）」岩崎悟志氏、「ＮＴＴが京都で遺してきたもの」佐々木康之氏
1/18 京
「会計不正」 会員 市田 龍氏
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 例会場変更 於：京都センチュリーホテル

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

1/19
（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

1/20
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

1/23
（月）
1/24
（火）

東
見
西
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京 都 西
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京 都 中
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京都西南
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京都洛南
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「新年会例会」18：30～
＊ビジター受付は平常通り
「反社会的勢力との断絶は武蔵坊弁慶とあなたの輪」
公益財団法人京都府暴力追放運動推進センター事業課長 上原忠晴氏
クラブ・デー
「いけばな～Beyond2020」
華道「未生流笹岡」家元 笹岡隆甫氏
「ローターアクトの目指すべき未来について」
ＲＡＣ代表 宮内 翼様
クラブ・デー「三つの坂」
会員 宇野 進氏
「熊本震災支援のための現場訪問とその後の活動について」
立命館宇治高等学校ＩＡＣ 顧問 北村康晴様、ｲﾝﾀｰｱｸﾀｰ山内様、中島様
会員スピーチ
児嶋雄二氏、森 正廣氏
職業奉仕部門フォーラム「当社営の経営戦略 概論」
日本写真印刷株式会社 代表取締役社長 鈴木順也氏
「職業奉仕を考える②」
会員 和田有弘氏
「産業医が関わる精神保健」
会員 依田純三氏
未定
例会臨時変更
＊ビジター受付は平常通り
「日本酒の愉しみ方」
辰馬本家酒造㈱ 直販事業部 部長 中野佳子氏
「新春音楽例会」
「大学の今とこれから」
学校法人立命館総長 立命館大学長 吉田美喜夫氏
「司法書士の仕事」
会員 下市幸則氏
「京都魔界巡礼～千年のミステリアスゾーンと京都三山」
合同会社京都ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ歴史文化研究所代表 丘眞奈美氏
「ローターアクトを提唱するメリットについて」
地区 RAC 代表 京都南所属 宮内 翼氏
職業奉仕フォーラム
-職業奉仕月間に因んで-「聖書の職業観とロータリーの職業奉仕の概念を巡って」
㈱進々堂 代表取締役社長 続木 創氏
「易占 108 の質問～平成 29 年の運勢について」
高島易断鑑定所 主宰 高島寿周氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

同好会情報
＊そば会 1/24(火) 18:30～「今長」東山大和大路
＊ロータリーほろにが会
2/14（火）18：00～「ANA クラウンプラザホテル」

ニコニコ箱・特別寄付 ＜1/10＞
ニコニコ箱

計 96,000 円 累計 1,719,000 円

達成率 57.3％
安倍呈風様、安倍秀風会員、本日はありがとうございま
す。
竹本君、鈴木君、松井君、小野君、中村（翠）君
清水君、中村（弘）君、竹之内君、安澤君、川勝君
山田君、寄本君、深海君、茂山君
歳男の皆様、おめでとうございます。奥田会員、郡会員、
岸会員、山田会員、スピーチご苦労様です。
柴田君、小坂君、吉田（武）君
清水君、岡武君、松下君
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
申し上げます。
関根君、谷川君、小山君、渡辺（剛）君、木村（安）君
中塚君、小森君、村田君、清水君、中村（弘）君
、郡君、布施君、奥田君
今年も舞わせて頂きます。
安倍君
お年賀を頂きありがとう御座居ました。本年もよろしくお
願い申し上げます。
稲本君
深海さんいいものをありがとうございます。
福留君
岩橋さんを偲んで。
吉田（良）君、今井君
岩橋さんのご逝去を慎んで。
磯田君、川中君
御礼。年末・お忙しい中、母の通夜・葬儀にご参列頂き
まして誠にありがとうございました。これからもよろしくお
願い致します。
井上（正）君
歳男です。
岸君
息子成人自祝。
村岡君
ロータリー財団

計 25,000 円

累計 875,000 円

皆様のご多幸を祈願して。
本年もよろしくお願い申し上げます。
一助に。

米山記念奨学会

達成率 58.4％
坂田君
布施君
戸田君

計 50,000 円 累計 755,000 円

達成率 50.3％
新年が皆様にとり良い年であります様に。
坂田君
本年もよろしくお願い申し上げます。 布施君、松下君
岩橋さんをしのんで。
小山君、渡辺（剛）君、岸君、岡武君
希望の風奨学金

計 20,000 円 累計 129,000 円

達成率 32.3％
やっと半分、残り半分、頑張りましょう。 中村（弘）君
新年お目出とうございます。
谷川君
希望、本年もよろしくお願い申し上げます。 布施君

限りなき道ロータリー
作詞：平澤 興（京都東 RC）
作曲：藤山一郎（東京西 RC）
１、奉仕の理想 胸にひめ
友情花と 咲かせつつ
生きよう 今日も
ニコニコと
ひとすじの道 ロータリー
限りなき道 ロータリー
２、心をあわせ 手をつなぎ
平和と 幸をいのりつつ
生きよう 今日も
ニコニコと
ひとすじの道 ロータリー
限りなき道 ロータリー

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区ロータリー100 周年記念「ロータリーソング」

「新しき時代を生きるロータリー」
作詞：小林哲夫（京都南ＲＣ）
作曲：大奈
七日目ごとの 交わりが
心を育て 友つくる
なすべきつとめ
見つければ
クラブみんなが 動き出す
世紀を超えて 新しき
時代を生きる ロータリー
世界の友と 手をつなぎ
平和な地球を つくり出す
真実 公平 友情に
根ざした 奉仕 四つのテスト
世紀を超えて 新しき
時代を生きる ロータリー

