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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

茂山

ルーツを辿ると奈良時代まで遡ることが出
来ます。能は謡いをベースにつくられた悲
劇がメインなのに対し狂言は台詞をメイン
とした喜劇になっています。ご覧頂いた皆
様を喜ばせたい、楽しませたい、というの
が狂言の本来の目的です。人の為に何かを
したいというロータリーの精神と通じるも
のがあります。ただし「やあ！」とはいい
ません。狂言の場合には「のう！」となり
ます（笑）
更に狂言にもやはり謡いというものが沢
山あり、東山、粟田口、祇園、清水といっ
た東山ロータリーに深く関わりのある歌詞

良暢

狂言を生業としております茂山良暢です。
今年の８月２０日に家名である忠三郎を襲
名させて頂きます。ロータリーでもこの日以
降忠三郎の名にて活動させて頂きたいと考
えています。どうぞ「忠三郎！」と呼びかけ
て頂けると幸いです。
「やあ！」と応えます！
狂言の兄弟分に能というものがあります。
狂言と能を合わせて能楽と言いますが、能楽
とは今から６５０年前、室町時代に観阿弥世
阿弥親子によって大成された芸能です。

(裏面へ続く)
-青少年奉仕月間-

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
奨学金授与・表彰
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 5 月 9 日（火）
第１１回定例理事・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 ············ 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 73（24）名 出席者 49（13）名
ビジター 0 名
出席率 79％
ゲスト
2名
第 2374 出席率 92.54％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）
次週の例会 5 月 16 日（火）
於：東館４Ｆ「葵殿」
- スピーチ －
「進化の隣人との共生を目指して」
京都建築専門学校 特任講師 岩田 有史 様
（米山ランチ）

次週の会合
5 月 16 日（火）
第６回次年度理事・役員会
例会終了後「平安の間」
5 月 14 日(日)
11：45～「城陽市・友愛の丘」

“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(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３２９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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がじつは沢山出てきます。
（山科という文言が
ないのは内緒）
先輩方の考えや精神を受け継ぎなんとか自
分の芸にプラスにさせたいものです。
今月のお祝い
❁ １００％出席会員表彰
３７年間：小野君
連続３６年間：西村君
❁ 誕生日
今井君 ５日
川中君 １１日
岡武君 １２日
塩路君 １６日
中村(吉)君 ２１日
加藤君 ２７日
❁ 夫人誕生日
布施君夫人
真弓さん
６日
福留君夫人
えりかさん
１２日
中村(翠)君夫人 通子さん
１３日
茂山君夫人
彩さん
１５日
坂田君夫人
裕美さん
２６日
❁ 結婚記念日
小森君 ７日
中村(翠)君 ８日
山本君 １２日
福川君 １４日
渡邊（恭）君 １５日 村田君 １７日
植野君 １９日
川勝君 ３０日
村岡君 ３１日

本日、新米山奨学生の金 海元（キムヘウオン）さんを
お迎えしています。皆様、一年間よろしくお願いいたし
ます。
国籍：韓国
在籍：京都大学大学院 専攻：相関環境学
期間：２０１７年４月１日～２０１８年３月３１日
カウンセラー：井川 正隆会員

幹事報告
■クラブアッセンブリー

-定 款 ・ 細 則 ・ 内 規 改 正 -の お 知 ら せ
次々週 5 月 23 日（火）例会終了後に 2016 年ＲＩ規定審
議会決定事項を受けてのクラブ定款・細則・内規改正
のアッセンブリーを開催いたします。その際の資料を本
日受付にて配布いたします。ご覧いただき、当日は必
ずご持参いただきますようお願いいたします。
■ 次年度引き継ぎ協議会ご案内

第 2650 地区からの次年度地区委員への委嘱要請
地区ロータリー財団委員会 委員
インターアクト委員会 委員

新米山奨学生紹介

小坂会員
福留会員

5/30（火）例会終了後、現年度から次年度への申し送
りのための引き継ぎ協議会を開催いたします。現・次年
度の各委員長へ開催のご案内と、現委員長へは、「引
継ぎ事項書」と「年次報告書」の書式をお配りしていま
す。どちらも当日までにご記入の上ご持参頂き、協議会
終了後事務局にご提出くださいますようお願い申し上
げます。
※「年次報告書」に関しましては、これをもって原稿と致
しますので、お忘れ無きようお願いします。また、事務
量軽減のため、データにてご提出頂ければ大変ありが
たく存じます。なお当日は、必ず『委員会ファイル』をご
持参ください。
■ ロータリーレート変更

５月１日より、ロータリーレートが１㌦＝110 円に変更され
ます。（現行 116 円）

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 新会員スピーチ「皮膚の魅力と私のささやかな趣味」
5/10 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん クラブ・デー
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椛島健治氏

「今さら聞けない 大人のマナー」
京都マナーフィニシングサロン Nobless(ﾉﾌﾞﾚｽ)主宰 PHP 研究所 講師 野村英子氏
「歩くまち・京都の推進 Part1」
京都市都市計画局歩くまち京都推進室企画課長 大岸將志氏
「和谷さんとハーモニカ」
和蝋燭、京都わた悟代表 和谷篤樹氏
新会員スピーチ
会員 今西氏、遠藤氏、中野氏
「ものづくり日本の精神文化」
武庫川女子大学 名誉教授 高田公理氏
「本当の幸せは何処にーカンボジアで見つけた幸せを繋げて」
関西学院大学 4 年生 五井梨奈さん、増原早紀さん
「新聞あれこれ」
京都新聞社 代表取締役社長 永島宣彦氏
-会員スピーチ会員 山本拓生氏、安田 勝氏
「税のはなしをしよう！」
中京税務署 総務課課長 吉久亜希子氏
「集中力・運動能力・学習能力アップの秘訣は目、目の学校で何！小学校教頭を辞めてまでやりたかった仕事とは」
一般社団法人未来共育学園 代表理事 上坊由美子氏
「青少年活動の話」
青少年奉仕副委員長 山内克己氏
「人づくりの道～少林寺拳法の修行を通して～」
少林寺拳法 洛東スポーツ少年団 部長 森川和仁氏
「Man’s Glassy essence-「ｶﾞﾗｽのような人間の本質」、「鏡のような人間の本質」」
東京大学名誉教授、京都ノートルダム女子大学名誉教授 藪内 稔氏
「山下勝康パスト会長追悼例会」
夜間同伴例会 18：30～「ワインと音楽を楽しむ会」
会員 澤田有紀氏
新入会員スピーチ「自己紹介」
会員 谷山智光氏
「大和絵と有識彩色」
有識彩色絵師 林 美木子氏
「Spring Duo Concert」
バイオリン 北條エレナ氏、ピアノ 誉田真弓氏
「ふるさと納税について」
会員 浪花健三氏
「《京都小説》のこれまでと今から」
作家 澤田瞳子氏
「洛中の酒蔵の歴史と食文化」
佐々木酒造 代表取締役 佐々木 晃氏
『食育ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業開催の為、例会臨時変更』

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

一助に。

橋本君

希望の風奨学金

■ 次年度『ガバナー公式訪問』

計 0 円 累計 364,000 円

達成率 91％

2017-18 年度のガバナー公式訪問は 7 月 25 日（火）で
す。ご予定おき下さい。

～４月のスナップ～

ＲＡＣ報告
【4/25（火）例会】
渡辺会長、中西ＲＡＣ委員長、加藤委員が出席されま
した。ごくろうさまでした。

4/4（火）クラブ・デー

ＩＡＣ報告
【職業卓話例会】
５月１０日（水） 於：東山高等学校
集 合：校門前 15：45～、開始 16：00～
内 容：茂山 良暢会員卓話
お誕生日・表彰 おめでとうございます。

同好会情報
＊ロータリーほろにが会
5/9（火）18：00～「ウェスティン都ホテル京都」
＊ゴルフ同好会
6/7（水）洛東 RC 東山 RC 合同ゴルフコンペ
「日清都カントリークラブ」
＊軽音楽同好会 練習
5/11（木）20：30～22：30 スタジオ 246 にて
5/22（月）20：30～22：30 スタジオ 246 にて

ニコニコ箱・特別寄付 ＜4/25＞
ニコニコ箱

計 63,000 円 累計 2,577,000 円

達成率 83.8％
本日は、メイキャップ宜しくお願い致します。
京都洛東ロータリークラブ 大野木伸幸様
お世話になります。
京都洛東ロータリークラブ 細見岩男様
京都洛東ロータリークラブ会長エレクト大野木伸幸様、
30 周年実行委員長細見岩男様、30 周年 PR ご苦労様
です。
鈴木君、小山君、木村（安）君、戸田君
中村（弘）君、清水君、小森君、布施君、山田君
樋爪 修様、本日スピーチありがとうございます。
今井君、渡辺（剛）君、木村（安）君、小山君
中村（弘）君、吉田（武）君、松下君、安澤君
、清水君、上村君
4 月 30 日（日）午後 4 時より、シンクロ日本選手権が
NHK で放送されます。私の娘（千晶）が解説をします。
よろしければご覧ください。
渡辺（剛）君
金沢南 RC 交流会参加お疲れ様でした。
杉﨑君、村岡君、中塚君、福留君、郡君
川中先輩、いつもありがとうございます。
竹之内君
川中さん、大変お世話になりました。
布施君
ロータリー財団

計0円

4/11（火）
‐スピーチまちしごと総合研究所
代表 野池 雅人様

4/18（火）
クラブ・フォーラム

担当 委員長 中村 翠嵐君

4/25（火）‐スピーチ大津市歴史博物館
館長 樋爪 修様

累計 1,240,400 円

達成率 82.7％
米山記念奨学会

計 15,000 円 累計 995,000 円

達成率 66.3％
金沢南ロータリークラブ交流会、ご参加の皆様、お疲れ
様でした。
清水君

4/22-23 於：金沢
金沢南 RC との交流会

