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～ 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 安倍 秀風

私はローターアクトクラブの例会に父に初
めて連れられて行ったのは幼稚園の頃だっ
たと記憶しております。その頃のローター
アクトクラブというのは人数も３０人を超
えるクラブ員がおり、とても皆さん活き活
きと活動されておりました。またロータリ
アンの方々も沢山おられ、盛大に開催され
ておられたように思います。今思えば、ロ
ータリアンの息子さんや娘さん、また従業
員の方々がおられ、メンバーとしても充実
した感じがします。しかし今のローターア
クトクラブの人数は１０名以下の人数で運
営をしております。

２０１６年７月に入会させて頂きました、
安倍秀風と申します。詩吟・剣舞・扇舞の家
元を生業とし、先日六世家元を継承し今後頑
張って参りたいと思っておりますので、宜し
くお願い致します。
父五世も長きに亘り、東山ロータリークラ
ブにお世話になり、私自身も父が山科ロータ
ーアクトクラブの初代会長をしていたとい
う事もあり、１８歳から３０歳まで東山ロー
ターアクトクラブで色々と勉強をさせて頂
きました。その活動の中で思ったことを少し
お話させて頂ければと思います。

(裏面へ続く)
-平和と紛争予防/紛争解決月間-

本日の例会 クラブ・デー

〔１２：３０〕
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
幹事報告
会員増強委員会スピーチ
今月のお祝い
閉会点鐘
〔１３：３０〕
本日の会合 ２月７日（火）
第 8 回定例理事・役員会
例会終了後「千草 2」
インフォーマルミーティング第 1 組
18：30～『ぎゃらりぃ 栞屋』

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

前回例会報告
会員数 76（26）名 出席者 50（14）名
ビジター 0 名
出席率 78.1％
ゲスト
0名
第 2362 出席率 88.24％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会

２月１４日（火） 於：東館 4Ｆ「葵殿」
-新入会員スピーチ「無 題」 加藤 晃久君
「生活に生かす無財の七施の知恵」渡邊 恭章君
（ライトランチ）
次週の会合 ２月１４日（火）
第３回次年度理事・役員会
例会終了後「平安の間」
京都東山 RAC 「専門知識開発委員会 担当例会」
19:30～「八千代」

“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４２０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
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私が入会した時で既に１３名のクラブ員しか
おらず、先輩には今までこれ程少ない会員数
になったのは初めてだ、なんとか会員数を増
やさなければクラブ運営をはじめ、存続自体
が難しくなるから頑張らなければダメだと釘
を刺された覚えがあります。アクトで一番難
しいと思った事は年齢制限があるという事で
す。３０歳になれば嫌でも卒業しなくてはな
らない、逆に大学を卒業して新入社員になれ
ば、時間のやりくりが難しく、アクト活動に
時間を割くことが出来なくなってしまうとい
うのが一番の会員減少の理由だと思います。
だからこそ私はアクトに入会できる年齢の人
がいれば、ロータリアンの方からアクトに推
薦をしていかなければ、アクト活動を存続さ
せることは無理なのではないかと思います。
長くなりましたが、今後ロータリークラブ、
ローターアクトクラブどちらもが発展してい
けるよう、微力ながら頑張って参りたいと思
いますので、御指導宜しくお願い致します。
今月 の お 祝
❁ １００％出席会員表彰

❁ 夫人誕生日
井川君夫人
山本君夫人
村岡君夫人
❁ 結婚記念日
木村(安)君２日
戸田君 ３日

真奈さん
弘枝さん
恵子さん

井上(正)君２日

川中君 ３日

幹事報告
■ 地区ロータリー財団

補助金管理セミナー
2/11(土)「京都商工会議所」に於いて開催され、
柴田次年度ロータリー財団委員長が出席されます。
ごくろうさまです。
■ 確定申告用寄附金領収書

昨年一年間の、ﾛｰﾀﾘｰ財団、米山記念奨学会へのご
寄付に対し、確定申告用の領収書が届きました。本日
該当の会員様のポストへお配りしています。
■ アトランタ国際大会のご案内

6 月 10 日（土）～6 月 14 日（水）、米国アトランタにて開
催されます。また、これにあわせ開会式 6/11（日）の夕
刻に、刀根荘兵衛ガバナーを囲み「第 2650 地区親睦
夕食会」が企画されます。参加ご希望の会員様がおら
れましたら、3 月 21 日（火）までに、幹事または事務局ま
でお知らせください。
＊アトランタ国際大会 最新情報
http://www.riconvention.org/ja/atlanta

連続９年間 平野君

同好会情報

❁ 誕生日
西村(孝)君１日
谷川君 ２６日

＊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」

小林君 １６日

２日
１４日
２１日

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「シルクロードの光と影」
京都大学名誉教授 京都 RC 会員 本庄 巌氏
2/8 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん クラブ・デー「クラブ管理部門第７回クラブ・フォーラム」

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

2/9
（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

2/10
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

2/13
（月）
2/14
（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
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「高齢運転の事故特徴」
JAF 京都支部 事業課長 矢野義孝氏
休会
＊ビジター受付はございません
クラブ・デー
「関西・京都を元気に」
大阪観光局 理事長 溝畑 宏氏
「逆境の『源氏物語』」
京都学園大学 人文学部 教授 山本淳子氏
クラブ・デー「私の履歴書」
会員 三島敏明氏
「女優を目指して」
㈱ﾄﾗｲｽﾄｰﾝ所属 藤原万由子氏
-会員スピーチ会員 末永 寛氏、千田 適氏
「京都花街の経済学～伝統文化産業に学ぶ事業システム」
京都女子大学現代社会学部 教授 西尾久美子氏
第 500 回記念例会「ロータリー財団 100 周年記念事業ﾗｵｽﾎﾟﾘｵﾐｯｼｮﾝについて」
R.I.第 2650 地区ガバナー刀根荘兵衛氏
「創立 38 周年を迎えて」
ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ 原田正雄氏、井澤 豊氏
-ｲﾆｼｴｰｼｮﾝスピーチ-「IT 分野における、遠――イようで近ィ最近の話題」
会員 木戸出正継氏
情報集会まとめ ロータリー情報委員会
「京に生きた画家 伊藤若冲」
細見美術館 館長 京都 RC 会員 細見良行氏
休会
＊ビジター受付はございません
新入会員スピーチ「嵯峨野観光鉄道の課題と今後について」
会員 西田哲郎氏
「いけばな～2020 年、それ以降に向けて～」
華道 未生流笹岡 家元 笹岡隆甫氏
「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 宮内 翼氏、京都洛北 RAC 松村智之氏、地区 RAC 委員会委員長 宮本研二氏
未定
「災害現場における防災士」
特定非営利活動法人 日本防災士会 京都府支部長 田中英樹氏
「バングラディッシュについて」
2016 学年度 洛中桐田奨学生 モハマド・シャリアー カーン氏
ｍ
「バレンタインに寄せて」
ﾌﾙｰﾄ奏者、京都音楽家クラブ会員 初田茂子氏、ピアノ伴奏 初田章子氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

ＩＡＣ報告

～１月のスナップ～

【2/4（土）インターアクト例会】「東山高校」に於いて、開
催され渡辺会長、岡武 IAC 委員長、
IAC 副委
員長、木村（安）委員、関根委員、奥田委員、布施姉妹
クラブ委員長、山田京都ﾏﾗｿﾝ委員長が参加されました。
ごくろうさまでした。

ニコニコ箱・特別寄付 ＜1/31＞
ニコニコ箱

計 56,000 円 累計 1,913,000 円

達成率 63.8％
職業奉仕委員会、クラブ・フォーラム担当平野俊雄
委員長、本日はご苦労様です。 吉田（良）君、今井君
磯田君、杉﨑君、渡辺（剛）君、中村（弘）君、稲本君
川中君、小山君、松井君、小坂君、木村（安）君
中塚君、安澤君、吉田（武）君、布施君、村岡君
本日はよろしくお願い致します。
本日の職業奉仕フォーラム、何卒宜しくお願い致しま
す。
平野君
次年度幹事会に出席できなくて。
小野君
安倍さん、茂山さん、すばらしいスピーチありがとうござ
いました。
安澤君、上村君、寄本君、内藤君
寒い中でのゴルフ同好会の新春コンペでお世話になり
ました。
植野君
ゴルフ同好会の皆様、大変お世話になりました。
山田君
ロータリー財団
計 0 円 累計 970,400 円
達成率 64.7％
米山記念奨学会
計 5,000 円 累計 810,000 円
達成率 54％
ゴルフ同好会、優勝ありがとうございます。
福留君
希望の風奨学金
計 5,000 円 累計 154,000 円
達成率 38.5％
一助に。
小坂君

１/１０（火）
－新春例会－「歳男放談」
奥田 歓信君、岸 弘祐君
郡 正樹君、山田幸一郎君
１/１７（火）クラブ・デー

お誕生日・表彰 おめでとうございます。

１/３１（火）
クラブ・フォーラム（職業奉仕委員会）
担当 職業奉仕委員長 平野 俊雄君

１/２４（火）
-新会員スピーチ安倍 秀風君
茂山 良暢君

