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「北河原公敬ガバナーをお迎えして」 
 

チャーターメンバー 吉田 良武 
 

年度早々にガバナー公式訪問にお出まし頂き、

誠に御苦労様に存じ上げます。会長始め会員関係者

一同大いに歓迎申し上げます。 

北河原様は東大寺の長老であられると共に、進

学校で有名な東大寺学園の理事長その他の要職を

兼ねておられ、多忙極まり無き事と存じ上げますが、

更に１年間ガバナーのお役が加わり、大変な激務で

す。何卒御自愛専一に職分を果たされます様祈り申

し上げます。 

近年は地区でもガバナー補佐役を増やしガバナ

ーの仕事を軽減する努力をされている様ですが、こ

れもロータリー改革の一端となるものと存じます。 

本年度のＲＩ会長のテーマ 

「ロータリーに輝きを」 

本年度の地区ガバナーのスローガン 

「ロータリーは心くばり」謙虚・誠実・精励 

北河原ガバナーは相手のニーズに合わせた奉仕

活動が必要であると仰っておられ、そこに心くばり 

が生きていなければＲＩ会長のテーマ「ロータリー

に輝きを」に合致する奉仕であっても意味が希薄に 

なるので、気を付けて良く調査し、有意義な奉仕活 

動をして下さいという主旨と存じます。 

本日は、何卒宜しくお願い致します。 

更に紙面をお借りして筆者が言及しておかねば

ならないのは、京都東山ＲＣは、間もなくクラブ創

立５０周年を迎えるという事です。 

ロータリーでは２５周年・５０周年がクォーター 

イヤー・ハーフイヤーと言われ、重要な年度に当た

ります。当クラブでは程なく５０周年に対する特別委

員会が設置され、人事も定まる事でしょう。これは

前回の２５周年記念事業のおさらいです。 

「花の回廊」と称する、テリトリー内の加茂川堤の

東岸、五条から七条の間に、しだれ桜やもみじ、柳

などを新たに植栽し、堤の整備をするというもので、

あくまで京都府や市の行政に協力する形でしたが、

イニシアティブは東山（当時は山科）ロータリー 

クラブが執り、事業費を行政に寄付した形になった

ものです。（記念モニュメントとして、立派な石碑

が東岸に立っています） 

しだれ桜は今でも春になれば咲き誇り、加茂川の

風情を高めています。その「花の回廊」が２５周年事

業の概要ですが、５０周年の記念事業の参考になれば

幸いです。 

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 ガバナー公式訪問 

開会点鐘 〔１２：３０〕 

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 

幹事報告 

新会員入会式 

「ガバナー公式訪問所感」 

Ｒ.Ｉ.第２６５０地区ガバナー 北河原 公敬氏 

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 

前年度臨時理事・役員会 １８：００～「八千代」 

 
前回例会報告 

会員数 77（31）名 出席者 57（18）名 ビジター 0名 

 ( )は出席率除外会員 出席率 89.06％ ゲスト 0名 

第 2247回出席率 98.55％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会 ８月５日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

－クラブ・デー－ 

 

次週の会合 

第２回定例理事・役員会 １３：３０～「平安の間」 

２０１４年７月２９日 第２２５０回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－４ 

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  
■本日はガバナー公式訪問  北河原公敬ガバナー、

中村翠嵐ガバナー補佐、武藤廣茂副幹事長、多田実 

公式訪問副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。 

■公式訪問報告書誤植のお詫び  前回の例会で

お配りしました「公式訪問報告書」に、間違いがござい

ました。謹んで訂正し、お詫び申し上げます。 

 31 頁 副委員長お名前  （正）「名  淳二」 

 45 頁 活動計画内京都マラソン日程 

（正）「２月１５日（日）」 

■米山功労クラブ・達成クラブ表彰  前年度５月に

実施しました「米山ランチ」差額寄付で、当クラブは６５回

目の米山功労クラブとなりました。又、６月末で寄付累計

が８０００万円に達し、地区大会に於いて表彰を受けるこ

とになりました。長年に亘る会員諸兄姉の御協力に感謝

いたします。 

■お知らせ 「国際大会開催日変更」 

当初予定されていた２０１５年 ６月７～１０日から 
“６月６日（土）～９日（火）”へ変更されました。 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【７/２２（火）地区ゾーン代表訪問例会】  小野会長、
岡武ＲＡ委員長、中村(吉)同副委員長、山本・福川同
委員が出席されました。ごくろうさまでした。 

Ｉ Ａ Ｃ 報 告  
【７/１５（火）】 昨年に続き、「祇園祭清掃ボランティア
活動」を行いました。９名のインターアクターと木村(安) 
ＩＡ委員長が参加されました。ごくろうさまでした。 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜7/15＞ 
ロータリー財団 計 35,000円 累計 95,000円 
小野会長、ガンバッテください。 城山君 
今年一年よろしくお願いします。 小森君 
一助に。 吉田(良)君、中西君 

＊吉田良武会員は今回の寄付で６回目のﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ 

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 20,000円 累計 100,000円 

一年間宜しくお願いします。 吉田(武)君 

アイルランドとアイスランドを旅行して無事帰ってきまし

た。 城山君 

一助に。 大藤君 

＊城山会員は今回の寄付で１１回目の米山功労者 

ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰになられました。おめでとうございます。 

ニ コ ニ コ 箱 計 54,000円 累計 258,000円 
森里ＳＡＡ、小森親睦活動委員長、中村(翠)Ｒ情報委員 

長、本日就任挨拶ごくろうさまです。 谷川君、中村(弘)君 

 木村(安)君、稲本君、松井君、小山君、村岡君 

 竹本君、鈴木君、磯田君、井上(勝)君、今井君 

 渡辺君、柴田君、吉田(良)君、今村君、布施君 

川中先輩、大臣表彰受賞おめでとうございます。竹之内君 

本田さん、査閲関係無事終え、ご苦労さまでした。川中君 

坂田さん、小森さん、中塚さん、ありがとうございました。

 平野君 

平野さん、新事務所おめでとうございます。 中塚君 

無事旅行から帰ってきました。 城山君 

誕生日自祝。 佐々木君、中西君 

希望の風奨学金 計 5,000円 累計 5,000円 
クラブに希望の風が吹き希望の星が輝く、竹本さんの

警察庁長官賞受賞おめでとうございます。 小野君 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

８月 の プ ロ グ ラ ム  
 
 ５日（火） −クラブ・デー− 
 
１２日（火） −会員増強クラブ・フォーラム− 
    「会員増強はクラブ活性化への近道」 
 地区会員増強・拡大委員長、京都洛西ＲＣ会員 
 平岡 弘行氏 
 地区会員増強・拡大委員、京都さくらＲＣ会員 
 石松 陽一氏 
 担当 会員増強委員長 平野 俊雄君 
 
１９日（火） −追悼例会− ＜ライトランチ＞ 

「追悼例会に因んで」 会員 奥田 歓信君 

〈例会終了後〉クラブ・アッセンブリー～前年度決算報告～ 
 
２４日（日） −納涼家族例会− 鳥羽「旅荘 海の蝶」 

＊２６日（火）は、例会はございません。 

７/３０ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「薬物乱用の実態」 京都府警察本部 刑事部 組織犯罪対策第三課 警部補 辻 健氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「ＲＹＬＡに参加して」 2013-14 年度ＲＹＬＡ受講生、シライ電子工業㈱ 米澤 純さん 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「子どもと親と社会の課題 京都造形芸術大学における取り組み」‐こども芸術大学の試み-(学)瓜生山学園事務局次長人事企画課長、子ども芸術大学校長 田中洋一氏 
 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 -休会- ＊ビジター受付はございません 

７/３１ 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「地区とクラブについて」 地区 2015-16 年度ガバナー 中澤忠嗣氏、幹事長 田中俊介氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H -休会- ＊ビジター受付は平常通り 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「吉本新喜劇の舞台裏」 吉本興業 池乃めだか師匠 
 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 -休会- ＊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※ -休会- ＊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★ -休会- ＊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 ☆ 「第１回クラブアッセンブリー 本年度活動方針」 

８/１ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H ｲﾆｼｪｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ「自己紹介」 会員 加藤充則氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「ＲＩ第２６５０地区 2014-15 年度会員増強・拡大委員会」地区会員増強・拡大委員、京都洛中ＲＣ会員 橋本善博氏、同地区委員、京都伏見ＲＣ会員 山本剛也氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙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 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「保護司について」 上村組取締役会長室室長 岡島脩雄氏 

８/４ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「『顔を見れば未来が見える』こんなに面白い人相学」 運命鑑定士 奥乃月彩氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ 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 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「夏の親睦例会」（例会時間・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 

★ 

「会員スピーチ」  藤本佳子氏、 「第１回クラブアッセンブリー」 
８/５ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「未定」 株式会社 京都情報サーキュレーション 代表取締役 村田洋一氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「陰陽で結ばれた『松尾と伏見のお酒のつながり』」 (財)今日庵業躰、京都北ＲＣ会員 町田宗隆氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「未定」 河原有加様 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 


