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グリーンはクラブカラー 

 

「坂本克也ガバナーをお迎えして」 

 

創立会員 吉田 良武 

 

本年度ＲＩ会長 ロン Ｄ･バートン氏のテーマは、

「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」で

あります。 

坂本克也ガバナーもガバナーエレクト研修セミ

ナーにおいて、この『テーマ』を大変時宜を得た  

素晴らしいテーマであると称賛されておられます。 

本日は早朝より京都東山ロータリークラブに 

公式訪問され、酷暑の折から大変ご苦労様に存じ 

上げます。 

会員一同心より歓迎申し上げ、ＲＩ会長からの 

メッセージや所感などに加え、ガバナーの方針等を

ご教示頂けるものと存じております。 

バートンＲＩ会長は、今日のロータリー例会風景

が 50 年前と大分違うと語って居られますが、当ク

ラブも間もなくその 50 年を迎えようとしています。

しかし会員のすべてが 50 年を経ている訳ではなく、

そのギャップは大きいと言えます。例えば一例を 

挙げると、クラブ奉仕活動の大きな柱である、情報

集会です。 

50 年前は炉辺会合、また家庭集会と実状に合わ

せて妥当な名称に変わるのですが、新しい会員は炉

辺会合の実態を良く知らぬ為に、ロータリー誕生時

の各家庭持ち廻りの会合は姿を消しました。 

当クラブでも当初、炉辺会合は各家庭で実施した

のですが、一年足らずで実状にそぐわないとして廃

止になり、現在では組分けの上適当な場所で開催し

ております。 

私は、情報集会をクラブ奉仕部門の重要な活動の

一端であると考え、そこから現代のニーズを適切に

掴み、他のクラブにない奉仕事業を実施するのに役

立て、併せて他の奉仕プロジェクトや新世代委員会、

クラブ戦略策定委員会等の活動とも歩調を合わせ

る事が出来るものと信じて居ります。 

坂本ガバナーのご指導を賜りますよう願いあげ、

歓迎のご挨拶に代えさせて頂きます。 

２０１３－１４年度 

国際ロータリー会長 

ロン D．バートン 

 

第 2650 地区ガバナー 

坂本 克也 

会長(理事) ·········· 杉﨑 則夫 
会長エレクト(理事)··· 小野 富造 
直前会長(理事) ····· 松井 信五 
副会長(理事) ······· 渡辺 剛士 
幹事(理事) ·········· 坂田  均 
クラブ管理(理事) ···· 岩本  一 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(理事) ··· 塩路  徹 
新世代(理事) ······· 森  俊次 

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 

職業奉仕(理事) ····· 清水 泰博 
国際奉仕(理事) ····· 今村 晋平 
広報(理事) ·········· 吉田 武雄 
会員増強(理事) ····· 横尾 浩志 
ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事) ···· 中塚  浩 
会計(役員) ·········· 井川 正隆 
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 平野 俊雄 
副幹事 ·············· 山本 真也 

副幹事 ·········· 中島 陽子 
副幹事 ·········· 岡武 和暁 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 川勝 裕之 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 関根 淳子 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 小森 直之 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 中川 公孝 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 上村 承生 
副会計 ·········· 郡  正樹 

本日の例会 坂本克也ガバナー公式訪問 

開会点鐘 〔１２：３０〕 

ロータリーソング♪奉仕の理想 

会長挨拶 

来客紹介 

幹事報告 

「ガバナー公式訪問所感」 

 ＲＩ第２６５０地区ガバナー 坂本克也氏 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

－クラブ協議会－ 例会終了後 東館２Ｆ「山城の間」 

本日の会合 
京都東山ＲＡＣ例会－ﾘﾚｰﾌｫｰﾗｲﾌについて－ 
 １９：３０～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」 

前回例会報告 
会員数 83（32）名 出席者 57（19）名 ビジター 1名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 81.43％ ゲスト 0名 
第 2202回出席率 100％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

次回の例会 

８月３日（土）－納涼家族会－ 

集 合：ウェスティン都ホテル 西館ロビー 

佐川美術館鑑賞コース…１３：００ 

比叡山延暦寺参拝コース…１３：３０ 

例 会：１７：４０～  於：「ロテル・ド・比叡」 

＊７/３０（火）は 例会はございません ご注意ください！ 

次週の会合 
7/30（火）米山奨学委員会 １８：００～「キャメロン」 

 

２０１３年７月２３日 第２２０５回例会 WEEKLY BULLETIN ４６－４ 

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

Kanazawaminami 
 

地区スローガン 

あなたの善から、 

みんなの善へ 

- from Your Good  

to Our Good – 
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グリーンはクラブカラー 

幹 事 報 告  

■本日はガバナー公式訪問 

坂本克也ガバナー、中村翠嵐ガバナー補佐、横須

賀昭男国際奉仕担当幹事各氏をお迎えして開催致し

ます。会員全員でお迎えし、ご指導いただきたいと思

います。 

■地区ロータリー財団セミナー 

２７日（土）１３：００～「立命館大学朱雀キャンパス」に

於いて開催され、小野会長エレクト、中塚Ｒ財団委員

長、吉田(武)会員と、本田地区財団資金推進委員長が

出席されます。ごくろうさまです。 

■地区米山奨学生集会及び懇親会 

２７日（土）１４：００～「メルパルク京都」に於いて開催

され、末松カウンセラーと （ﾘ ﾃﾎﾝ）君が出席さ

れます。ごくろうさまです。 

■第２回全国インターアクト研究会 

８月２日（金）３日（土）の両日、「神戸国際会議場」、

「神戸ポートピアホテル」に於いて開催されます。木村

（安）インターアクト委員長が出席されます。ごくろうさま

です。 

■次回の例会は「納涼家族例会」 

次週の例会は、８月３日（土）の「納涼家族例会」へ

例会日時・場所を臨時変更し開催致します。是非ご家

族皆様お揃いでご参加ください。 

家族会（比叡山ｺｰｽ/佐川美術館ｺｰｽ）の集合時間

を、本日ポスト入れしています。お返事がまだの方は、

親睦委員会までお願い致します。 

特別寄付・ニコニコ箱 ＜７/１６＞ 

ロータリー財団 計 10,000円 累計 185,000円 

一助に。 清水君 

米山記念奨学会 計 55,000円 累計 185,000円 

納涼例会ご参加宜しくお願いします。 森里君 

中西さん、お世話になりありがとうございました。福留君 

自祝。 今井君 

一助に。 戸田君、小山君、井上(勝)君 

ニ コ ニ コ 箱 計 46,000円 累計 339,000円 

理事の皆様、「就任挨拶」スピーチごくろうさまです。 

 井上(勝)君、中村(翠)君、杉﨑君、末松君、岸君 

 鈴木君、今井君、吉田(良)君、城山君、小山君 

 布施君、村田(好)君 

遅まきながら、新理事の皆様ごくろう様です。 戸田君 

誕生日自祝。 中西君、佐々木君 

夫人誕生日自祝。 松井君 

佐貫さん、大変お世話になりました。 

 渡辺君、中村(弘)君 

横尾先輩、先日はありがとうございました。 岡武君 

東山高野球部 甲子園めざして!! 奥田君 

７/２４ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「一隅を照らす」 宗教学者 山折哲雄氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「クラブ・デー 会員組織部門第１回クラブフォーラム」 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「クラブ・デー」 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 休会 ＊ビジター受付はございません 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「夜間例会」（例会時間臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 

７/２５ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「経済安全保障と日本の防衛技術政策」 同志社大学大学院ビジネス研究科 教授 村山裕三氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「蘇山の青瓷」 陶芸家 諏訪蘇山様 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「衹園御霊会について」 衹園祭山鉾連合会 会長 吉田孝次郎氏 
 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 「創立２４周年記念例会」（例会日時臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「納涼同伴夜間例会」（例会日時臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 
 京 都さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「納涼例会」 ＊ビジター受付はございません 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「夏の家族親睦会」（例会日時臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 

７/２６ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「シェールガス革命」 出光オイルアンドガス開発㈱ 社長 辻 行介氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「新会員ｽﾋﾟｰﾁ」 副田晃彦氏、寸田善久氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「会員増強の理念と実践」 ＲＩ第２６５０地区ガバナー補佐 嵯峨法夫氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「未来の森再生・植樹祭に参加して」 前年度会長 岡崎氏、前年度幹事 岸氏、会員 疋田氏、久保田氏、吉田氏 

７/２９ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「会員増強を考える」 会員 髙津博行氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「話題の京町家 あじき路地の魅力」 京都町家あじき路地オーナー 熊倉弘子様 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「レンズを通して観た、京都五花街の４０年」 日本写真家協会会員、四国霊場会公認千達 写真家 溝縁ひろし氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「宮廷と京菓子」 ㈱愛信堂 代表取締役 田母神克幸氏 
７/３０ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 新会員スピーチ「仕事と趣味」 八木修二氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「未定」 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「未定」 地区会員増強・拡大委員長、奈良大宮ＲＣ会員 宮西正伸氏 

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 ✑例会変更・休会✑７/３１(水) 嵯峨野 RC・朱雀 RC…ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は平常通り 

8 月 の プ ロ グ ラ ム  

 ３日（土）納涼家族会－京都東山ＲＡＣと合同－ 

１７：４０～ 於：「ロテル・ド・比叡」 

（7/30（火）からの臨時変更） 

 ６日（火）クラブ・デー 

会員増強クラブ・フォーラム 

担当 会員増強委員長 横尾浩志君 

１３日（火）休 会 

２０日（火）－追悼例会－ 会員 戸田義高君 

（ライトランチ） 

クラブ・アッセンブリー～前年度決算報告～ 

２７日（火）－スピーチ－  

同志社大学大学院ビジネス研究科教授 

浜 矩子氏 


