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「ワールド・バーテンダー・オブ・ザ・イヤー」
会員

加藤

ています。バーテンダーで生きると決めた
彼のスタートは、意外にも不器用過ぎる自
分と向き合うところから始まりました。器
用でないからこそ、うまくなるために練習
し、本質的な部分をより考える。ボトルを
取る、キャップを開けるところから徹底的
に練習し、不断の努力と工夫の連続の先に、
確かな所作と基礎技術を得たとのこと。一
杯のカクテルをつくる、その一連の所作は
見惚れるほど美しく、時が緩やかに流れる
感覚を覚えます。現在の姿からは不器用だ
ったと想像できるわけもなく、実直な彼が
発する一つ一つの言葉の重みに圧倒されま
した。
（裏面へ続く）

晃久

2016 年 7 月に入会させて頂きました、加藤
晃久と申します。加藤順漬物店で取締役を務
めています。当店は旬の野菜を自社農場にて
栽培し、手作りにてあっさりと漬ける漬物屋
です。頑張って参りたいと思っておりますの
で、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致しま
す。
先日いつもお世話になっているバーテン
ダーさんが、カクテル世界大会で世界一に輝
きました。日本中のバーが沸く偉業でした。
その祝勝会に夫婦で参席する機会があり、そ
こで語られた内容が現在も頭の中で反芻し
て
-水と衛生月間-

本日の例会 ＄100 万ランチ 中間収支報告
開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ 我らの生業
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
クラブ・フォーラム
担当 創立 50 周年記念事業実行委員会委員長
中村 翠嵐君
閉会点鐘
〔１３：３０〕
クラブ・アッセンブリー「中間収支報告」
本日の会合 3 月 14 日（火）
第 4 回次年度理事・役員会
ＩＡＣ例会

16:00-17:30「於：東山高等学校」

クラブ創立５０周年
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国際ロータリー会長
ジョン F. ジャーム
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会長(理事) ·········· 渡辺
会長エレクト(理事) ··· 小森
直前会長 ············ 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 52（15）名
ビジター 1 名
出席率 80％
ゲスト
6名
第 2367 出席率 91.04％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ３月２１日（火）

クラブ・フォーラム（広 報）
担当 広報委員長 木村 安輝君

次週の会合

３月２１日（火）
後期会長会
例会終了後「平安の間」
ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ第 4 組
18：30～「木や」

“未来に繋がる
“未来に繋がる
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於：東館４Ｆ「葵殿」

ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事) ···· 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３８５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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仕事に真摯に向き合っていきたい。私はま
だまだ未熟ですが、尊敬する諸先輩方の背中
を目標に、小さな進歩を信じ、日々の営みを
大切に歩んで参りたいと思います。そのバー
は、川勝会員のお店キャメロンさんのすぐお
隣にあります。キャメロンさんでお食事をさ
れた後に良ければ立ち寄ってみてください。

ニコニコ箱・特別寄付 ＜3/7＞

■国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区 2017-18 年度
会長エレクト研修セミナー（PETS）
3/19（日）「ウェスティン都ホテル京都」に於いて開催さ
れ、小森会長エレクトが出席されます。ごくろうさまで
す。

ニ コ ニ コ 箱 計 125,000 円 累計 2,237,000 円
達成率 74.6％
叔父がお世話になっております。
京都ロータリークラブ 松井 雄様
岩橋忠昭生前の際は、大変お世話になりありがとうござ
いました。今後末永く京都東山ＲＣ皆様のご活躍祈念し
ております。
岩橋孝宏様、岩橋恭子様
次年度 35 周年式典よろしくお願い致します。
京都東山ＲＡＣ 串山琴美様
岩橋孝宏様、岩橋恭子様、ご丁寧にお越し頂きありが
とうございます。
戸田君、川中君、渡辺（剛）君
中村（弘）君、小森君、岡武君
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。
今井君、佐貫君、小山君、中村（弘）君
吉田（良）君、川勝君、山田君
誕生日自祝。
小坂君、上村君、竹之内君、中塚君
夫人誕生日自祝。 中塚君、小坂君、上村君、深海君
結婚記念日自祝。
横井君、西村君、井上（武）君
中塚君、安澤君、深海君、布施君、茂山君
4 年連続出席自祝。
布施君

会員だより

ロータリー財団 計 25,000 円

幹事報告
■＄１００万ランチ
本日は 100 万ドルランチを実施いたします。今回のご協
力分はポリオプラスへ振替えいたします。会員諸兄妹、
ビジター各位の皆様のご理解とご協力をお願いしま
す。

＊木村 茂会員 今年度、規定審議委員長としてご活
躍いただいていましたが、一身上の都合により、1 月末
日をもって退会されることになりました。

同好会情報
＊スキー同好会 3/18（金）～3/20（日）
乗鞍高原スキー場 (0263)93-2645
乗鞍高原国民休暇村 (0263)93-2304
＊ロータリーほろにが会
3/14（火）18：00～「レストラン菊水」

累計 1,050,400 円

達成率 70％
中村先生、ありがとうございました。
小森君
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。吉田（武）君
一助に。
布施君
米山記念奨学会

計 55,000 円 累計 875,000 円

達成率 58.3％
岩橋忠昭生前の際は、大変お世話になりありがとうござ
いました。亡き父の想い出かつまた米山の皆様の今後
のご発展、お祈りしております。
岩橋孝宏様、岩橋恭子様

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「ロータリーの夢」
R.I.元理事、京都 R.C.会員 千 玄室氏
3/15 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん ～クラブ・デー～「ドゥネイト部門 第 9 回クラブ・フォーラム」

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

3/16
（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

3/17
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

3/20
（月）
3/21
（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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「クラブ・デー」
休会
＊ビジター受付はございません
「甲冑の話」
会員 中嶋信行氏
休会
※ビジター受付（11：30-12：30）
-世界アクト週間スピーチ-「京都北ローターアクトクラブの活動と現状」
2016-17 年度京都北ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ 会長 米田祐馬氏
クラブ・デー「ﾎｽﾋﾟｽ緩和ｹｱから死から生を、いのちを考える～」
あそかビハーラ病院病院長 大嶋健三郎氏
「RI 第 2650 地区を新しいものさしで考えよう」
会員・RI 第 2650 地区ガバナー補佐 山口義治氏
クラブ・デー 第 8 回クラブ討論会
「京都女子サッカーフェスティバルで得たもの」
（一社）京都府サッカー協会 理事 和田りつ子氏
「第 4 回クラブ・フォーラム～会員増強について～」
「確率論とその実世界での応用」
関西大学システム理工学部 准教授 山崎和俊氏
「明治 150 年と京都の芸能」
大阪樟蔭女子大学 教授 森西真弓氏
例会臨時変更
＊ビジター受付は平常通り
休会
＊ビジター受付はございません
「会員スピーチ 京の文化シリーズ 4～建築～」
岡﨑韶之氏
祝日休会
＊ビジター受付はございません
祝日休会
＊ビジター受付はございません
祝日休会
＊ビジター受付はございません
祝日休会
＊ビジター受付はございません
「電力・ガスの自由化について」
大阪ガス㈱理事 京都・滋賀地区総支配人 小西池透氏
「未定」
大成建設株式会社 環境本部長 大槻 学氏
「会員スピーチ」
会員 高橋泰一朗氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

岩橋孝宏様、岩橋恭子様、ようこそいらっしゃいました。
岡武君
一助に。
井上（武）君、布施君

希望の風奨学金
一助に。

計 5,000 円 累計 164,000 円

達成率 41％
布施君

