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「就任挨拶」 

 

副会長 薮下 清三 

 

今年度副会長をさせて頂きます薮下です。 

小野会長と吉田武雄幹事には１年前から着々と

準備をされ、１年間の全てを計画して頂きました。

７月２９日にガバナー公式訪問、８月２４日（日）納涼

家族例会の伊勢神宮参拝等、１１月２４日（月・振休）

「地域の子供たちに歓声と笑顔の一日を」では、東

部文化会館で一昨年地域の子供たちに参加しても

らい完成した山科カルタを使ってのカルタ大会や

アンパンマンの映画等子供たちに喜んでもらえる

と思っています。会場には６００人程入れますが、会

場に入りきれないのではと今から心配しています。

１２月には台湾新竹ロータリークラブ創立６０周年記

念式典参加、来年２月には京都マラソンボランティ

ア、金沢南ロータリークラブとの提携４０周年記念行

事、そして当クラブの５０周年事業準備検討委員会立

ち上げ、さらに本年度新たにスタートしますロータ

リーサロン等、多くの行事が目白押しです。 

親睦委員長の小森さんにはどんな取り組みをし

て頂けるのか楽しみにしています。特に会員増強委

員長の平野さんには８０名を切った会員をなんとか

８５名迄増強して頂き、５０周年の節目には１００名と

成りますよう皆様方のご協力を宜しくお願い致し

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 

本日の例会 クラブ・デー 

開会点鐘 〔１２：３０〕 

ロータリーソング♪友ら集いて 

会長挨拶 

来客紹介 

奨学金授与 

幹事報告 

今月のお祝い 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 
第２回ﾛ—ﾀﾘ—ｲﾝﾌｫﾒ—ｼｮﾝ １１：００〜「千草の間１」 
京都東山ＲＡＣ－所信表明例会－ 
 １９：３０～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」 

前回例会報告 
会員数 77（30）名 出席者 63（24）名 ビジター 3名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 90.00％ ゲスト 10名 
第 2245回出席率 97.10％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

次週の例会 ７月１５日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

ライトランチ 

－スピーチ－「就任挨拶」 S.A.A. 森里秀夫君 

 親睦活動委員長 小森直之君 

 ﾛ—ﾀﾘ—情報委員長 中村翠嵐君 
 

クラブ・アッセンブリー 〜公式訪問準備〜 

 於：東館２Ｆ「山城の間」 

 

２０１４年７月８日 第２２４８回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－２ 

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 
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第１回定例理事･役員会議事録〈７/１(火)開催〉 

1. 前回次年度理事会議事録承認に関する件 

2. 役職担当変更に関する件 

：森会員の退会に伴い、以下の通り変更する 

米山記念奨学委員長：佐々木会員 

米山奨学生カウンセラー：安澤会員 

京都マラソン委員長：清水会員 

情報集会第３組リーダー：森里会員 

3. ガバナー公式訪問に関する件：準備のアッセンブ

リー、当日のスケジュール等を確認 

4. 納涼家族例会に関する件：７/８の例会でご案内状

を配布する。 

5. 「言いたい、聞きたい、ロータリーサロン」開催案に

関する件：議題の為のアンケートを８/５の例会で

実施。 

6. 「地域の子供たちに『歓声と笑顔の一日を』」開催

案に関する件 

7. ５０周年記念準備検討委員会設置に関する件 

：委員会は年２回開催予定。 

8. クラブ戦略策定委員会に関する件 

9. I.M.参加登録の件 

10. ８月プログラムに関する件 

11. 事務局８月お盆休みに関する件：８/１３（水）～１５（金） 

12. クラブ・デーに関する件：メインテーブルなしで全て円卓、

歓談の時間を多くとるなど親睦深耕を旨とする。 

13. インターアクト夏期海外研修（カンボジア）に関す

る件：東山高校ＩＡＣから２名が参加。地区委員とし

て福留会員も参加。 

14. 出席規定適用免除申請に関する件：平岡会員 

15. 次回理事・役員会開催日決定に関する件 

   ：平成２６年８月５日(火) 例会終了後開催 

以上を承認 

今月のお祝  

❁１００％出席会員表彰 

連続４０年間 小林君 

連続２２年間 渡辺君 

連続 ４年間 中島君 

❁誕生日 

大藤君 ３日 福川君  ５日 小森君 ６日 

松下君 ２５日 佐々木君 ２７日 大木(義)君 ２８日 

中西君 ３１日 

❁夫人誕生日 

松井君夫人 まり子さん ４日 

吉田(武)君夫人 たみ子さん ７日 

中村(弘)君夫人 佐和子さん ２９日 

❁結婚記念日 

松下君 ６日 橋本君 ２０日 

 
幹 事 報 告  

■納涼家族会ご案内 

本日、８／２４（日）に開催する「納涼家族例会」のご案

内をお配りしています。多数の皆様のご参加をお待ち

しております。お申し込みは親睦活動委員会または事

務局まで。 

■ガバナー月信７月号＜改訂版＞  先週の初例会

でお配りしたガバナー月信７月号に誤りがあり、本日改

めて＜修正改訂版＞をお配りしています。 

先のものは破棄してください。 

■次週はガバナー公式訪問準備の 

クラブ・アッセンブリー＜リハーサル＞ 

次週１５日（火）の例会終了後、ガバナー公式訪問準備

の為のクラブ・アッセンブリーを開催致します。今年から

リハーサル形式で行います。ご入会３年未満の会員方

は特にご出席をお願い致します。

７/９ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「ガバナー公式訪問所感」 ＲＩ第２６５０地区ガバナー 北河原公敬氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「就任の挨拶」 ２０１４〜２０１５年度理事 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「就任挨拶」 理事・役員 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「理事・役員就任挨拶」 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H クラブ・デー「就任挨拶」 クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕各委員長 

７/１０ 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「ガバナー公式訪問所感」 ＲＩ第２６５０地区ガバナー 北河原公敬氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 新入会員スピーチ「未定」 藤岡春樹氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「クラブ・デー」 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「就任挨拶」 理事・役員 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「就任の挨拶」 会計、S.A.A.、クラブ管理運営、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、広報、R 財団、米山、戦略計画各委員長、２５周年実行委員長 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「第２回クラブ協議会 就任挨拶Ⅱ」 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「就任挨拶」 クラブ管理運営、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、R 財団、米山奨学会各委員長、クラブ研修ﾘ—ﾀﾞ— 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「本年度活動方針」 S.A.A.、クラブ管理運営委員長、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長 

７/１１ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「ガバナー公式訪問所感」 ＲＩ第２６５０地区ガバナー 北河原公敬氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「新理事 １年間の抱負」 ２０１４〜２０１５年度理事・役員 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「就任挨拶」 理事・役員 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 創立記念例会「２３年をかえりみて」 パスト会長 元氏 功氏 

７/１４ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ガバナー公式訪問所感」 ＲＩ第２６５０地区ガバナー 北河原公敬氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「理事就任挨拶」 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「新年度を迎えてⅡ」 会長エレクト、副会長、各理事 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「挨拶および抱負」 理事・役員 
７/１５ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 新入会員スピーチ「未定」 丸毛秀哉氏  
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「就任挨拶」 各担当理事、地区出向者 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「理事・役員就任挨拶」 各担当理事・役員 

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

■前年度からのお知らせ 

先週の例会前に、前年度の臨時理事会（持ち廻り）が

あり、会員退会に関する件と京都市内ＲＣ共同事業費

用クラブ負担金支出に関する件が承認されました。 

会 員 だ よ り  
誠に残念ながら、４名の方々が６月末日をもって退会

されました。 
＊知公智之会員 一身上の都合 
＊岩本 一会員 一身上の都合 
＊森 俊次会員 一身上の都合 
＊太田美実会員 健康上の理由 

------------------------------ 
＊平岡幹之助会員 
健康上の理由により、クラブ定款第９条第３節（a）項

による出席規定適用免除になられました。 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【７/１（火）理事会】 岡武ＲＡ委員長、山本同委員が出

席されました。ごくろうさまでした。 

同 好 会 情 報  
ﾛｰﾀﾘｰほろにが会 本日（火）１８：００～｢ウェスティン都 H 京都｣ 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風＜７/１＞ 

ロータリー財団 計 40,000 円 累計 40,000 円 

小野年度の門出を祝して。 安倍君 

小野会長、一年間御苦労様です。 杉﨑君 

初例会を祝して。小野さん、よろしく。 中村(翠)君 

小野会長頑張って下さい。 岩橋君 

* 福川会員、中西会員は前回の寄付にてﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ・ 
ﾌｪﾛｰになられました。おめでとうございます。 

米山記念奨学会 計 70,000 円 累計 70,000 円 

皆様、誠心誠意つとめますので、どうぞ宜しくお願い申

し上げます。 小野君 

小野会長、一年間御苦労様です。 杉﨑君 

一年間宜敷く御願いします。 薮下君 

初例会を祝して。小野丸の出航を期待しています。 
 中村(翠)君 

小野年度の門出を祝して。 安倍君 

小野会長、がんばって下さい。 岩橋君 

一助に。 吉田(良)君 

* 杉﨑会員は今回の寄付にて３回目の米山功労者 
ﾏﾙﾁﾌﾟﾙになられました。おめでとうございます。 

ニ コ ニ コ 箱 計 135,000 円 累計 135,000 円 

御祝。 京都東ロータリークラブ 

 会長 安藤宇助様、幹事 岡本政明様 

御祝。 

小野会長の初例会を祝して。 

    京都洛北ロータリークラブ 

 会長 佐野喜一郎様、 幹事 野和夫様 

御祝。 京都洛東ロータリークラブ 

 会長 木ノ下善正様、 幹事 高畠 保様 

ジャケットなしのメーキャップゴメンなさい。 

 京都ロータリークラブ 大角正幸様 

いつもロータリーほろにが会でお世話になります。西尾

さんに感謝。 京都ロータリークラブ 田中誠司様 

東、洛北、洛東の会長・幹事様に表敬訪問いただき 

深謝致します。 小野君 

初例会を祝して。 吉田(良)君、横田君、岩橋君 

 井上(勝)君、中島君、末松君、竹本君、本田君 

 中村(弘)君、稲本君、戸田君、松井君、小林君 

安倍壯風様、安倍呈風様、本日は祝舞ありがとうござ

います。 佐々木君、今井君、渡辺君、岡武君 

 西村君、奥田君、小森君 

安倍さんに祝舞をご披露いただいて 感謝。 小野君 

新年度理事・役員の皆様、一年間よろしくお願い致し 

ます。 木村(安)君、村岡君、布施君 

 中村(吉)君、横井君、今村君、名筋君、平野君 

 中塚君、福留君、柴田君、大藤君、中村(弘)君 

 川勝君、鈴木君、郡君、福川君、小坂君 

小野会長、吉田幹事、本年一年間ご苦労さまです。 

頑張ってください。 川中君 

小野会長、吉田幹事、一年間ご苦労様です。期待して

います。 磯田君 

宜しくお願いします。 吉田(武)君 

その節は貴重なお話をありがとうございました。大変 

勉強になりました。 安澤君 

植野さん、ありがとうございました。 安倍君 

渡辺さん、ありがとうございました。 竹之内君、岡武君 

今年度ニコニコを担当させていただきます。一年間よろ

しくお願いします。 西尾君 
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