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「入会２年目を迎えて」 

 

会員 布施 栄一 

 

平成２５年２月５日、二人の仲間と一緒に入会させ

て頂いて瞬く間の２年でした。 

何とか１００％出席を達成することが出来ました。偏に

仲間たちの応援と先輩諸兄のご指導のお蔭と感謝

致しております。 

 入会にあたり、６5 歳の高齢にも係りませず入会を

お許し頂き恐縮致しております。入会したからには、

出席し奉仕活動が出来るように頑張る所存です。 

 ロータリーサロンに２度参加させてもらいました。 

大先輩より、設立当初のご苦労されたお話や、体験

された厳しさを、お聞かせ頂き身が引き締まる思いを

致しました。しかしこんな素晴らしいサロンに、入会３

年未満の会員の参加が少ないと思いました。この様

なサロンは、もう少し回数を増やして頂くか、１０人位

のグループにして、例会終了後に２時間位、お酒も

食事も出さずに、一人ひとりの発言時間を多くとり、 

 

 

活発な意見交換が出来る場となればと願います。 

又、サロン（社交的集会）は、普段行け無い様なお店

で、東山ＲＣ（ほろにが会）の様な形で、楽しく飲んで、

美味しい食事を食べながら、十分時間を取ってワイ

ワイとお喋りが出来れば楽しいと思います。 

会員増強は大切な事ですが、退会者の歯止めも必

要と思います。 

入会当時は、全員１００％出席でしたが、何時の間に

か１００％出席が途絶え、１００％出席の義務感が薄

らいでいる様に思いました。そして良く活動されてい

た会員が退会されました。とても残念な事でした。 

 「ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として

奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある」とありま

す。東山ＲＣ５０周年に向けて、年度毎の事業の在り

方や、継続事業の方向性を見据えて、企画立案して

５０周年、５５周年と続く周年事業が成功する様に、

心より願っております。 

 

２０１４－１５年度 

国際ロータリー会長 

ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン 

 

第 2650 地区ガバナー 

北河原 公敬 

会長(理事) ·········· 小野 富造 
会長エレクト(理事) ·· 岩橋 忠昭 
直前会長(理事) ····· 杉﨑 則夫 
副会長(理事) ······· 薮下 清三 
幹事(理事) ·········· 吉田 武雄 
クラブ管理(理事) ···· 渡辺 剛士 

(理事) ··· 横尾 浩志 
広報(理事) ·········· 川勝 裕之 
会員増強(理事) ····· 平野 俊雄 
 

第２６５０地区 
ガバナー補佐 
 中村 翠嵐 
財団資金推進委員会 
委員長 本田 修造 

米山奨学委員会 
委員 岩橋 忠昭 

インターアクト委員会 
委員 福留 幸一 

ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事)···· 福留 幸一 
ﾛｰﾀﾘｰ情報(理事)···· 中村 翠嵐 
親睦活動(理事) ····· 小森 直之 
Ｓ．Ａ．Ａ．(理事) ···· 森里 秀夫 
職業奉仕(役員) ····· 岸  弘祐 
社会奉仕(役員) ····· 坂田  均 
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治 
青少年奉仕(役員) ·· 中塚  浩 
会計(役員) ·········· 竹之内米貴 

副幹事 ········· 郡  正樹 
副幹事 ········· 上村 承生 
副幹事 ········· 松下 明史 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 松井 信五 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 村田 好謙 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 中島 陽子 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 佐々木虚室 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 橋本 幸司 
副会計 ········· 山本 眞也 

-世界理解月間- 

本日の例会  

開会点鐘 〔１２：３０〕 

ロータリーソング♪四つのテスト 

会長挨拶 

来客紹介 

幹事報告 

－ スピーチ －「司馬さんと京都」 

   産経新聞 論説委員 山上直子様 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

京都東山 RAC ﾛｰﾀﾘｱﾝ卓話 中西敏之会員  

 １９：３０～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」 

前回例会報告 

会員数 78（31）名 出席者 46（9）名 ビジター 0名 

 ( )は出席率除外会員 出席率 82.14％ ゲスト 0名 
第 2274回出席率 95.65％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 

 

次週の例会 ３月３日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

－ クラブ・デー － 

 

次週の会合 

第９回定例理事・役員会  終了後「平安の間」 

 

２０１５年２月２４日 第２２７７回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－３１ 

愉しもうロータリータイム（機会）  

育もうロータリーハート（精神） 

MEETING ON TUESDAY 12:30 
THE WESTIN MIYAKO KYOTO 
Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan 

Kanazawaminami 
 



 

 

幹 事 報 告  
■京都マラソン例会 お礼   

先週の京都マラソンボランティア活動にご参加いただ

いた皆様、寒い中ありがとうございました。 

同 好 会 情 報  
・ロータリーほろにが会 ３/１０（火）18：00～「ﾚｽﾄﾗﾝ菊水」 

・野球同好会  

2/21（土） ガバナー杯試合結果 

１回戦 ＶＳ洛中ＲＣ ７－４ 勝利 

２回戦 ＶＳ伏見ＲＣ ４－９ 敗戦 

残念ながら 2/28の準決勝進出ならず。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜２/1５＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 44,000円 累計 2,086,000円 

「京都マラソン」の成功を祈って。中村（翠）君、小野君

   小森君、松下君、植野君、渡辺君 

井上（武）君  

平野君、吉田（武）君、関根君、谷口君、今村君 

坂田君、岸君、布施君、木村（安）君、山田君 

孫の参加 感謝。                   杉﨑君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２/２５ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ -世界理解月間に因んで-「世界の平和」  （公財）ロータリー日本財団 理事長 R.I.元理事 千 玄室氏 
（水） 京 都西北 ら ん ざ ん 「教育・子育て環境日本一のまち・京都の実現に向けて！」  京都市教育委員会 総務部長 稲田新吾氏 

総務部長 稲田新吾氏 
 京 都北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「輝く瞳に会いに行こう」  RI第 3360 地区（ﾀｲ北部）チェンライ RC直前会長 原田義之氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「生死を分ける 3 分間」～Part２～  京都市消防局救急課救急指導係長 清川智弘氏 
 京 都朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「経営者に求められる、コミュニケーションと話し方」  株式会社チェンジ・アップ 代表取締役 荒尾千春氏 

２/２６ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ メンバースピーチ 「近ごろ思うこと」 会員 遠藤賢一氏、「終戦から７０年（７０年前を省りみる）」 会員 佐野友泰氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H ～音楽例会～「笛で世界を巡る」  笛演奏家 きしもと タロー氏、ギター演奏家・歌手・大阪大学教授 千葉 泉氏 

 京 都洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「私と仕事」  会員 水野成人氏 
 京 都洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「スーパーサーズデー」 
 京 都桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 例会日時変更  ＊ビジター受付はございません。 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ -クラブ研修 Part6-「会員満足度アンケート＆ディスカッション」  担当委員会：ロータリー情報委員会 北尾クラブ研修リーダー 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「未定」  三木竹材店 三木崇司氏 
 京 都西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「カメリアにおける就労支援について」  多機能型事業所カメリア 施設長 栗森 雄児氏 

２/２７ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「夜の例会」 例会時間臨時変更 １８：００～  ＊ビジター受付はございません。 
（金） 京 都伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「もったいないを見詰めなおして「古材を古財として活用」」  株式会社丸嘉 代表取締役 小畑隆正氏 

 京 都洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「拡大するハラール市場について」  NPO 日本ハラール振興会 副理事 高橋忠弘氏 
 京 都紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H -クラブ・フォーラム-「世界理解月間に因んで」  地区国際奉仕委員 奈良東 RC 会員 浦島 睦氏 

３/２ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「未定」  国際協力団体 BWP 代表・創設者 メンデス ルイス氏 
（月） 

 

京 都紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 第 6 回クラブ・フォーラム（国際奉仕部門） 国際奉仕理事 中島 実氏、米山奨学生 銭 成晨氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「色の不思議」  カラーコンサルタント 松田博子氏 
 京 都平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「『スポーツ ツーリズム』について」  ㈱時有人社 代表取締役 清水宏一氏 

３/３ 京 都西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 新入会員スピーチ「こどもにサッカーを教えるということ」  安藤壽崇氏 
（火） 京 都洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「古典尺八と吹禅」  会員 田中恭介氏 

 京 都洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「弘法大師空海と南都仏教～高野山開創 1200 年によせて」  大安寺 貫主 奈良 RC 会員 河野良文氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

2/15（日） 

京都マラソン 

ボランティア 

 

完走、おめでとうございます！ 

 

３月 の プ ロ グ ラ ム  

３日（火） クラブ・デー 

１０日（火） クラブ管理フォーラム 

    担当：渡辺 剛士君   

１７日（火）‐新入会員スピーチ- 

会員 谷口浩三君 

会員 山田幸一郎君 

２４日（火）-スピーチ- 

 足立英子様 

３１日（火） お花見例会  12：30～13:30 「鶴清」 

 

みなさま、たくさんの応援, 

有難うございました！ 

来年は優勝目指します！ 


