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京都東山ロータリークラブ
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
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「京都東山ロータリークラブに入会して」
会員

深海

関しましては何年も前より川勝会員より厚
くお誘い頂いてはいたのですが、なかなか
踏み込めないでおりました。私自身の中で
正直「ロータリークラブ」の存在をあまり
理解出来ていなかったことがその理由だっ
たと思います。しかし年齢差がひと回りも
違う川勝先輩？とお付き合いしていくなか
で彼の色々な経験、仕事に対する向上心な
どに惹かれていく自分に気が付き始め 50 歳
を目前に控えもう一度人生勉強をさせてい
ただこうと入会させて頂く運びになり今で
は大変感謝しております。
また入会後すぐに村岡会員より「背番号
何番にする？」と、お電話頂き（笑）

季生

この度、会報・記録委員長上村さんより週
報寄稿のご依頼を頂き、初めての週報寄稿と
なります深海です。宜しくお願い致します。
平成 27 年 6 月に東山ロータリークラブに
入会させて頂き早や一年半となりました。入
会して間もない時期に「家族例会」に参加し
家族揃って緊張し長男が急に発熱したのを
今月お亡くなりになられました当時の岩橋
会長に大変お気遣い頂きましたことを今で
も思い出します。お気遣い本当に有難う御座
いました。心よりお悔やみ申し上げます。
東山ロータリークラブ入会のきっかけに
-職業奉仕月間-

本日の例会

前回例会報告

ライトランチ

開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ 友ら集いて ５番
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
-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
閉会点鐘
〔１３：３０〕

本日の会合

１月 ２４日（火）
第 5 回指名委員会

11：30～「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

(裏面へ続く)

会員数 76（26）名 出席者 59（19）名
ビジター 3 名
出席率 85.5％
ゲスト
1名
第 2360 出席率 82.09％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会

１月３１日（火） 於：東館 4Ｆ「葵殿」
クラブ・フォーラム（職業奉仕）
担当 職業奉仕委員長 平野 俊雄 君
（ライトランチ）

次週の会合

１月３１日（火）
インターアクト委員会
11：30～「例会場前ロビー」
インフォーマルミーティング・リーダー会議
「例会終了後 ﾛﾋﾞｰ前」

“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４３４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

「今度ゴルフやし!!」と立て続けに同好会に
も入部させてもらい先輩方々に気さくにお話
してもらったので今ではとても楽しく毎週例
会にも出席出来ていると思います。昨年 2 月
に京都マラソンのボランティアとして参加出
来たのもロータリークラブに入会させて頂い
ていたからこその体験だったと思います。他
にもたくさん勉強、体験させて頂いたことも
あるのですが紙面で都合上、書けそうもあり
ませんので酒席で皆様とお話し出来たらと思
います。
次年度東山ロータリークラブ創立 50 周年
の記念の年に若輩者である私が副幹事を務め
させて頂く運びとなり次年度会長、幹事、会
員の皆様の少しでもお役に立てるよう精進し
てまいりますので今後とも皆様のご指導ご鞭
撻賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
幹事報告
■ 地区大会の登録

登録総数は２８名でした。ご登録いただいた皆様ありが
とうございます。登録料 10,000 円につきまして、本日中
に、幹事または、事務局までお納めください。
■「京都マラソン」スタッフウェア配布
2/19（日）京都マラソンのスタッフウェア一式とボランティ
アマニュアルを配布致しました。当日は、8：50 集合「京
都市美術館前」、例会「岡崎公園内テント」10：30（予定）
～、慰労会「南禅寺 八千代」15：30（予定）～です。
皆様のご協力よろしくお願い致します。

ＩＡＣ報告
【例 会】
日 時：2 月 4 日（土）14：00～
場 所：東山高校
内 容：山田幸一郎会員卓話

同好会情報
＊そば会 本日(1/24(火) 18:30～「今長」東山大和大
路松原西入、よろしくお願いします。
＊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 ＜1/17＞
ニコニコ箱

計 84,000 円 累計 1,803,000 円

達成率 60.1％
本日はよろしくお願い致します。
京都ロータリークラブ 大角安史様
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。
今村君、小山君、戸田君、柴田君
中村（翠）君、吉田（武）君、中塚君、布施君
お寒くなりました。お大事に！
安澤君
六世襲名披露を無事に終えて。
安倍君
出席 100％自祝。
小森君、中川君、上村君
自祝。
関根君
喜寿を無事迎えることが出来て。
小野君
誕生日自祝。
木村（安）君、渡辺（剛）君
坂田君、村岡君
家内誕生日自祝。 大藤君、小野君、植野君、佐貫君
横井君、平野君、今村君
結婚記念日自祝。
小野君、今井君、吉田（良）君

ロータリー財団

計 20,000 円

一助に。
ロータリー財団協力会より。

累計 925,400 円

達成率 61.7％
佐貫君、杉﨑君
松井君、寄本君

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 追悼例会 「故 大倉敬一君を偲んで」 千 玄室氏、「故 渡邊嘉男君を偲んで」 吉田孝洋氏
1/25 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん クラブ・デー 第 4 回クラブ・アッセンブリー
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀
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「京都消防のあゆみと現状」
京都消防局 予防部長 立入正浩氏
「第 4 回クラブ・アッセンブリー」
/23
「お酒で心も体も美しく」
月桂冠株式会社 常務取締役製造副本部長 綜合研究所 秦 洋二氏
「野球四方山話」
元ﾌﾟﾛ野球選手（阪神ﾀｲｶﾞｰｽﾞ） 片岡篤史氏
1/26 京 都 南
「グローバルな視点から見た日本・京都のインバウンドマーケット」
Kiraku Japan 合同会社 代表 サンドバーグ 弘 氏
（木） 京 都 北
京都洛北
「私の趣味」
会員 山本 博氏
京都洛東
「スーパーサーズデー」
京都桂川
クラブ・デー 第 6 回クラブ討論会
京都 ﾓｰﾆﾝｸﾞ
第 4 回クラブ協議会
京都さ くら
第 3 回クラブ・フォーラム（社会奉仕）
京都西山
「職業奉仕の話」
職業奉仕委員長 井澤 豊氏
「3 つのリフォーム」
積和建設近畿株式会社 京奈店 店長 谷口幸嗣氏
1/27 京 都 東
前期クラブ・アッセンブリー
（金） 京 都 伏 見
京都洛西
「最近の災害の動向」
京都市中京消防署 副所長 海野永久氏
京都紫竹
「会員スピーチ」
会員 村上健治氏
「禅 窓」
天龍寺宗務総長 田原義宣氏
1/30 京 都 西
「京都の文化財を未来に」
（公）京都古文化保存協会 事務局長 後藤由美子氏
（月） 京 都 紫 野
京 都 中
「税金のはなしをしよう」
中京税務署総務課長 吉久亜希子氏
京都平安
「日本に来て 思う事」
民際留学生 グルミラドフ・ラハト様
「シリコンバレーはなぜアメリカに出来たのか ～現在アートのすゝめ」
㈱MASA 代表取締役会長 庄司惠一氏
1/31 京 都 西 南
「認知症について」
北村内科診療所
所長
会員 北村裕展氏
（火） 京 都 洛 中
代表取締役
京都洛南
「職業奉仕を考える」
会員 西田賢央氏
」
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

今回の寄付にて、寄本会員はﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰになられ
ました。おめでとうございます。

米山記念奨学会
一助に。

計 40,000 円 累計 795,000 円

達成率 53％
佐貫君、杉﨑君、井上（武）君、井川君

希望の風奨学金

計 15,000 円 累計 144,000 円

達成率 36％
阪神・淡路大震災から 22 年、風化しないように！！
小山君、小森君、岡武君

