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グリーンはクラブカラー 

 

「ロータリー広報の将来とＳ．Ｎ．Ｓ」 

 

広報委員長 吉田 武雄 

 

 本日のプログラムは、広報フォーラムです。 

先ずはクイズから。 

Q.次の数字はそれぞれ何を表しているでしょう? 

  ① ５，０００万人 (世界第１位) 

  ② ２，２００万人 

  ③ ２，０００万人 (世界第２位) 

ソチオリンピックの金メダルは誰もが注目する

ところでしたが、この金銀の栄冠（？） が表彰台で

笑顔を見せることが出来るか否か？ 

 答えは①日本国内の「ライン」登録者数、 

②は同様に「フェイスブック」、③は「ツイッター」

の登録者数です(某情報サイト発表)。 

 登録者数=利用者という訳ではありませんが、 

日本の人口１億２，７１２万人(総務省統計局平成２６年

３月概算値)からすると、２．５人に１人は「ライン」

登録者ということになります。 

当クラブ内を見てみますと、会員８３名中フェイス

ブックの登録利用者は１６名程度。今のところ約５人

に１人ということになりますが、これからも年刻み

で増加することは火を見るよりも明らかです。 

 昨年の地区協議会、広報グループの分科会では、

「ロータリーの公共イメージを高めるには…イン

ターネット網を利用した様々なコミュニケーショ

ンツール(ホームページ・フェイスブック・ライン

・ツイッター等々)は、ロータリークラブと外部と

の接点として、重要なものとして捉え、積極的な導

入を期待します。」と語られていました。 

外部との良き接点とするためには、まず内部から。

今日はＳ．Ｎ．Ｓユーザー会員から、有効なヒントを

お聞きすることが出来れば幸いです。どうぞ、宜し

くお願い致します。

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  

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 

－広報クラブ・フォーラム－ 

担当 広報理事 吉田 武雄君 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

第５回次年度理事・役員会     例会終了後「菊の間」 

次年度ロータリーサロンリーダー会議 １８：００〜「晴鴨樓」

前回例会報告 
会員数 83（34）名 出席者 57（21）名 ビジター 2名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 81.43％ ゲスト 1名 
第 2234回出席率 98.55％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

次週の例会 ４月 ２２日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

ライトランチ 
－スピーチ－ 

浜作三代目主人 森川裕之氏 

次週の会合 

次年度委員長会議 例会終了後「平安の間」 

京都東山ＲＡＣ－京都紫野ＲＡＣとの合同例会－ 
 １９：３０〜「京都市北区社会福祉協議会」 

４/２１（月）次年度親睦活動・出席委員会  
１８：００〜「炭焼創彩鳥家 人見(ひとみ)」 

２０１４年４月１５日 第２２３８回例会 WEEKLY BULLETIN ４６－３７ 

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 – 

 



 

 

第１０回定例理事･役員会議事録〈４/８(火)開催〉 

1 前回議事録承認に関する件 

2 「金沢南ＲＣ創立４５周年式典参加」決算報告に

関する件 

3 ２０１３〜２０１４年度地区 RYLAに関する件 

受講者：野田裕太君（立命館大学）、カウンセラ

ー：森新世代委員長。 ５/１６（金）〜１８（日）奈良

ロイヤルホテルに於いて開催。 

4 ５月プログラムに関する件 

5 ﾛ—ﾀﾘ—希望の風奨学金寄付に関する件 

年度末迄に会員一人当たり 5,000 円の寄付をお

願いする。 

6 新会員歓迎会に関する件 

奥田会員、谷口会員の歓迎会を、５/２０（火） 

１８：００より晴鴨樓にて開催する。 

7 次年度京都市内２４RC 共同事業に関する件 

京都洛東ＲＣから提案の「守ろう、京三山の景観を、

取り組もう植樹と深林の育成」に賛同する。 

8 次回 理事・役員会開催日時決定に関する件 

以上を承認 

幹 事 報 告  
■２０１４学年度米山奨学生・カウンセラーのための 

オリエンテーション 

 １９日（土）１０：００〜「京都センチュリーホテル」に於い

て開催され、新米山奨学生の張静楠さんとカウンセラ

ーの森次年度米山委員長が出席されます。ごくろうさま

です。 
■華頂女子中学高等学校ＩＡＣ認証状伝達式及び 

チャーターナイト 

 １９日（土）１４：００〜「京都ホテルオークラ」に於いて

開催され、木村(安)インターアクト委員長、奥田会員、

布施会員が出席されます。ごくろうさまです。 

■２０１４〜１５年度 地区研修・協議会 

 ２０日（日）１０：００〜「なら１００年会館」に於いて開催

され、小野会長エレクト、吉田(武)次年度幹事、渡辺・

郡（代理）・福留・森・安澤（代理）・平野各次年度委員

長が出席されます。ごくろうさまです。 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【４/８（火）例会】  山本・岡武ＲＡ委員、福川・福留・
井上(正)・岩本・川勝・松井・中西各会員が出席されま
した。ごくろうさまでした。 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜４/８＞ 

ロータリー財団 計 30,000円 累計 1,258,160円 

お茶会にご参加とご協力に感謝申し上げます。関根君 

今日うれしい事がありました。 横尾君 

一助に。 上村君 

米山記念奨学会 計 10,000円 累計 1,061,000円 

一助に。 井上(武)君 

ニ コ ニ コ 箱 計 107,000円 累計 2,556,000円 

諏訪蘇山様、本日スピーチありがとうございます。 

 杉﨑君、佐々木君、小山君、今村君、村岡君 

 城山君、鈴木君、稲本君、清水君、川勝君 

 松井君、竹本君、小森君、西尾君、今井君 

関根さん、有難うございました。 鈴木君、布施君 

先日のお茶会の皆様、ありがとうございました。戸田君 

作陶・茶会の皆様、大変御苦労様でした。当日上天気

自祝。 吉田(良)君 

誕生日自祝。 吉田(良)君 

茶会欠席、すみませんでした。 中塚君 

今日は孫の中学の入学式です。桜がまだ綺麗です。 

 渡辺君 

誕生日自祝。 山中君、関根君、森里君 

 吉田(武)君、山本君、中川君 

夫人誕生日自祝。 森里君、中村(吉)君 

 小山君、山中君、橋本君、横尾君 

結婚記念日自祝。 井上(勝)君、中川君 

 岡武君、小山君、福留君 

希望の風奨学金 計 5,000円 累計 262,000円 

一助に。 竹本君 

４/１６ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 新会員ｽﾋﾟ—ﾁ「エコタウン—人と環境に優しいまちづくり」齋藤篤史氏、 「放送局の公共的使命とα-STATION の取組み」吉田進氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「I Serve の究極にあるもの 職業奉仕」 RI 第２６３０地区パストガバナー、岐阜ＲＣ会員 服部芳樹氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「米山奨学生 王 天荷さんお別れ会」 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「第４回クラブ・アッセンブリー」 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「低被爆で高画質を実現する装置」最新アプリケーションの紹介 (株)島津製作所 医療用事業部技術科部長 丸目 尚氏 

４/１７ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「楽しい音楽人生とボランティア」 (株)ラポー代表取締役、京都西ＲＣ会員 上田哲次氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「未定」 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「J リーグクラブと地域の関係について」 (株)京都パープルサンガ代表取締役社長 今井浩志氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「縮小社会への道」 京都大学名誉教授 松久 寛氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「クラブ・デー 第５回クラブ協議会」 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「モーニングコンサート〜チェロとピアノと歌の響き〜」 チェロ 小棚木 優様、ピアノ 木口雄人様、声楽家 川崎慎一郎様（テノール） 

 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「１０周年を考える 井戸端会議 Part１」 クラブ管理運営委員会 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「京都乙訓ＲＣとの合同例会」（例会日時臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 

４/１８ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「インターネットを取り巻くセキュリティ脅威と対策」 京都大学 学術情報メディアセンター特命准教授、情報学博士 古村隆明氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「情報集会まとめ発表」 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「職業奉仕会員スピーチ」 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「日本の精神医療保健福祉の現状と課題」 NPO 法人つくし 上京サロン実行委員長 原 龍治氏 

４/２１ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「京都の都市力と地域コミュニティ」 京都市副市長 藤田裕之氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「未定」 会員 千 宗守氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「インターアクト チャーターナイト ガーデンパーティー」（例会日時・場所臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「日本留学の傾向」 会員 山本正道氏 
４/２２ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「日本と中国・韓国、どこが違うのか」 京都経済短期大学学長、経済学博士（元関西大学教授） 岩田年浩氏 

 

 

（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「京・今」 深草社主宰 書家 清水菁花氏 
 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「伏見吹奏楽のつどい」（例会日時・場所臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30  


