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「会員増強および拡大月間にあたって」 

 

会員増強委員長 平野 俊雄 
 

クラブ運営をしっかり継続していくこと、これに

必須のテーマとして取り上げられるのが会員増強

であります。本日の会員増強フォーラムにおきまし

ては、地区会員増強・拡大委員長 平岡弘行様（京

都洛西ＲＣ）、地区会員増強・拡大委員 石松陽一様

（京都さくらＲＣ）より「会員増強はクラブ活性化

への近道」をテーマとして卓話も頂戴し、その後 

質疑応答とさせて頂きたいと思います。 

 

６月２１日に立命館大学で行われました会員増強

維持セミナーでも「魅力あるクラブ作りが増強にも、

退会防止にも大事」と聴いてまいりました。“魅力

あるクラブ作り”そのためには伝統的に社会奉仕 

事業でまとまる東山ＲＣとしては「京都マラソン 

ボランティア」や「地域の子供たちに歓声と笑顔の

一日を」などを通じて一体感を得てまいりましょう。

また最近増えております各種同好会の活躍にも 

期待致します。さらには今年度小野会長が提案され

ました「言いたい聞きたいロータリーサロン」を通

じて、ロータリーへの理解を更に深めてまいりま 

しょう。 

“魅力あるクラブ作り”の決め手として、我々には

職業奉仕という素晴らしい看板があります。これを

学び、実践し、自己の職業の品位と道徳水準を高め、

社会から尊重される存在になることが出来る場が

東山ロータリークラブです。 

そうしてみんなで作り上げ、楽しく素晴らしいクラ

ブとなった東山ロータリークラブへ、自信をもって、

新しい会員をお招き致しましょう。 

会員増強は義務？いや、“会員一人ひとりの楽し

み”となりますよう祈念しております。

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 

本日の例会 会員増強クラブ・フォーラム 

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 
－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 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

～クラブ・アッセンブリー～ 前年度決算報告 

本日の会合 

クラブ戦略策定委員会 ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ終了後「千草の間２」 

親睦活動委員会 ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ終了後「例会場前ロビー」 

 

京都東山ＲＡＣ－リレーフォーライフⅠ－ 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 59（23）名 ビジター 0名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 84.29％ ゲスト 1名 
第 2249回出席率 98.44％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

次週の例会 ８月１９日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 
－追悼例会－ ライトランチ 
「物故会員を偲んで」 会員 奥田 歓信君 
－インターアクトクラブ海外研修報告－ 

東山中学・高等学校インターアクトクラブ会員 
 成瀬 太賀君、中井 智滉君 

次週の会合 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・特別事業合同委員会 
 例会終了後 「例会場前ロビー」 

２０１４年８月１２日 第２２５２回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－６ 

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 
 



 

 

第２回定例理事･役員会議事録〈８/５(火)開催〉 
1. 前回次年度理事会議事録承認に関する件 

2. アッセンブリー日程変更に関する件 

3. ＩＡＣ祇園祭清掃ボランティア報告に関する件 

4. 納涼家族会に関する件 

5. 金沢南ロータリークラブ表敬訪問に関する件 

6. 創立５０周年記念準備検討委員会に関する件 

：委員長:松井会員、副委員長:小森会員 

 委員:小野・今村・中村（翠）・岩橋・渡辺・坂田・ 

吉田（武）各会員 

     前期は９/９（火）、後期は３/１０（火）頃開催予定 

7. 山田幸一郎会員の委員会配属に関する件 

：委員会:親睦活動・ニコニコ箱・米山記念奨学 

 情報集会:第３組 に配属とする 

8. 会員増強フォーラム開催に関する件 

9. 指名委員選挙管理委員会選任に関する件 

：委員長:松井会員 

 委員:本田・清水・川勝・竹之内各会員 

10. 台湾新竹ロータリークラブ６０周年記念訪問の件 

：６０周年記念式典開催日は１２/２３（火）と連絡有 

11. ９月プログラムに関する件 

12. 前年度決算報告に関する件 

13. その他報告 

：９/９のほろにが会は当クラブが当番 

14. 次回理事・役員会開催日決定に関する件 

：平成２６年９月２日(火) 例会終了後開催 
以上を承認 

幹 事 報 告  
■選挙管理委員決定  ９/９指名委員選挙の選挙管

理委員会メンバーが決まりました。松井委員長、本田・ 

清水・川勝・竹之内各委員です。よろしくお願い致します。 
■クラブ・アッセンブリー｢前年度決算報告｣  本日例会

終了後、前年度の決算報告のクラブ・アッセンブリーを

開催いたします。引き続きご出席よろしくお願いいたし

ます。 
■事務局休局   ８/１３(水)～１５(金)の期間、お盆休
みとして事務局を休局致します。

■ＲＩ第２６５０地区インターシティミーティング第３組 
１７日（日）「京都ホテルオークラ」にて開催されます。 
新会員セミナー １０：００～ 布施・谷口・山田各会員出席 
会長会議 １１：３０～ 小野会長出席 
受付 １２：３０～ 開会 １３：３０ 
懇親会 １７：３０～ 
ご登録いただいている方は、当日受付にて、 
幹事より名札とプログラムをお受け取りください。 

ご出席よろしくお願い致します 

同 好 会 情 報  
ﾛｰﾀﾘｰほろにが会 ８/１９（火）１８：００～｢リーガロイヤル H 京都｣ 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜8/5＞ 
ロータリー財団 計 30,000 円 累計 295,200円 
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。吉田(武)君 

自祝。 佐貫君 

福留会員、カンボジア引率御苦労様です。中村(弘)君 

大木君、ようこそ。 松井君 

米山記念奨学会 計 35,000円 累計 182,000円 
佐々木さん、米山一年間がんばって！ 中塚君 
塩路さん、いつもありがとうございます。 川勝君 
自祝。 佐貫君 
一助に。 井上(武)君 

ニ コ ニ コ 箱 計 71,000円 累計 430,000円 
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。 佐貫君 
 中村(弘)君、小山君、城山君、杉﨑君 
 柴田君、吉田(良)君、森里君、布施君 

連続出席１００％自祝。 清水君、中塚君、川勝君 

誕生日自祝。 鈴木君、大木(義)君、今村君 
 磯田君、本田君 
夫人誕生日自祝。 谷口君、中川君、今井君 
松井さん、先日ありがとうございました。 中村(吉)君 
 村岡君、郡君、井上(正)君、橋本君、渡辺君 

上村さん、ありがとうございました。 岡武君 

役員会欠席おわび。 中村(翠)君 

希望の風奨学金 計 15,000円 累計 25,000円 
この一年、ロータリー希望の風奨学金よろしくお願いし
ます。 小坂君 
一助に。 小山君 

８/１３ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ ―休会― ＊ビジター受付は平常通り 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん ―休会― ＊ビジター受付はございません 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH ―休会― ＊ビジター受付はございません 
 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 

８/１４ 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ ―休会― ＊ビジター受付はございません 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H ―休会― ＊ビジター受付はございません 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ ―休会― ＊ビジター受付はございません 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H ―休会― ＊ビジター受付はございません 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H ―休会― ＊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※ ―休会― ＊ビジター受付はございません 
 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 ☆ ―休会― ＊ビジター受付はございません 

８/１５ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H ―休会― ＊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 ―休会― ＊ビジター受付はございません 

 京 都 洛西 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 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H ―休会― ＊ビジター受付はございません 

８/１８ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「私の奉仕観と会員増強」 ＲＩ第２６５０地区ガバナー補佐、会員 森田惠三氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H ―休会― ＊ビジター受付はございません 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「イタリア紀行 PartⅤ」 会員 江谷 寛氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

―休会― ＊ビジター受付はございません 
８/１９ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「２０００回記念例会 会員増強フォーラム」 クラブ管理委員会理事 佐伯希彦氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ ―納涼同伴親睦会―（例会時間・場所臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「シドニー国際大会に参加して」 会員 林 甫氏、辻 宗和氏、西川昌樹氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 


