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「金沢南ロータリークラブ表敬訪問に際して」 

 

姉妹クラブ委員長 清水 泰博 

 

このたび小野会長、吉田（武）幹事をはじめ関係者

８名で金沢南ロータリークラブを表敬訪問いたし

ます。 

今年度は「姉妹クラブ締結４０周年」の記念の年

となり、あらためて永きに亘る友好関係を振り返る

時に１９７５年４月１日に締結にご尽力いただい

た当時の山科ロータリークラブの諏訪会員と金沢

南ロータリークラブの久保会員のお二人は双方の

クラブの記録にも残り、忘れてはならない方である

と教わったことを思い出します。 

今から４０年前、私が１８歳の時ですから今と違

って携帯電話やパソコン、Eメールなど普及する以

前や、存在すらない時代に、双方と連絡を取り合っ 

たり互いに行き来されたことなどそのご苦労は 

大変なものであったことと思います。 

この友好交流親睦事業の原点である「はじめ」の

ご努力と、同時に諸先輩方が良好な関係を維持、発

展されてこられたことに敬意を表します。 

今後、私たちはその歴史を学び、姉妹クラブの意

義を認識して、永続的に良好な関係を継承していく

努力が必要です。 

また、今回の訪問は国際奉仕委員会と協力した締

結４０周年記念事業のための打ち合わせも兼ねて

おり、お互いにより良い奉仕事業となるよう努力し

たいと考えています。 

なお、２０１５年４月には金沢南ロータリークラ

ブに於いて締結４０周年記念して親睦交流会を行

ないます。 

多くの皆様と金沢を訪問し、友好と親睦を深める

機会にしたいと思います。 

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 －納涼家族例会－ 

開会点鐘 〔１１：１５〕 

ロータリーソング♪友ら集いて （歌詞は裏面） 

会長挨拶 

幹事報告 

閉会点鐘  

懇親会 
終了 〔１３：００〕 

 
神宮コース・水族館コース 

正面玄関集合 〔１３：１０〕 

前回例会報告 
会員数 78（31）名 出席者 55（18）名 ビジター 0名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 84.62％ ゲスト 2名 
第 2251回出席率 98.57％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

＊８月２６日（火）は、例会はございません。 

ご注意ください！ 

次週の例会 ９月２日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

－クラブ・デー－ 

 

次週の会合 

第３回定例理事・役員会 例会終了後 「平安の間」 

２０１４年８月２４日 第２２５４回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－８ 

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  
■本日は納涼家族例会 

本日は納涼家族会です。楽しいひと時をお過ごしくだ

さい。小森委員長はじめ親睦委員会の皆さま、お世話

になりありがとうございます。 

■お知らせ 新クラブ認証状伝達式のご案内 

「やまとまほろばロータリークラブ」 

日 時  平成２４年１０月１９日（日） 

      式典 １１：００～ 祝宴１３：００～１５：００ 

会 場  橿原ロイヤルホテル 橿原市久米町 652-2 

登録料  １７，０００円  締切  ９/１０ 

登録ご希望の方は事務局まで。 

同 好 会 情 報  

ゴルフ同好会   ９/７（日） ９：２０集合 ｢日清都ＣＣ｣ 

ﾛｰﾀﾘｰほろにが会〈当番〉９/９（火）１８：００～｢ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲ京都店｣ 

軽音楽同好会♫東山ホットブラザース♫が発足します☺ 
入会ご希望の方は、松井または清水会員まで！ 

〇囲碁交流会● ９/１１（木）１４：００～ ｢リーガロイヤル H 京都｣ 
京都南ＲＣと京都ＲＣ・京都東山ＲＣ連合軍との対局です。 
１４時～１７時囲碁対局、１７時半～懇親会 会費１０，０００円 
詳細・お申し込みは、谷川・郡・中村(吉)会員まで！ 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜8/19＞ 

ロータリー財団 計 20,000円 累計 325,200円 

インターアクトの成瀬、中井両君がカンボジア夏期研修

の報告にきております。 木村(安)君 

一助に。 戸田君

ベネファクター基金積立 計 10,000円 累計 10,000円 

一助に。 吉田(武)君 

米山記念奨学会 計 10,000円 累計 212,000円 

一助に。 吉田(良)君 

ニ コ ニ コ 箱 計 64,000円 累計 587,000円 

奥田会員、本日スピーチごくろうさまです。 

 戸田君、杉﨑君、今井君、横田君、安澤君 

 村岡君、小野君、川中君、稲本君、城山君 

 布施君、谷口君、今村君 

今日のスピーチ上手にできるかな？ 奥田君 

福留さん、お帰りなさい！ 中塚君 

誕生日自祝。連続出席８年間自祝。 福留君 

インターアクトの成瀬、中井両君がおじゃましており  

ます。 木村(安)君 

福留さん、成瀬君、中井君、お疲れ様でした。 岡武君 

インターアクターの成瀬君、中井君、本日はようこそ。 

 木村(安)君、小山君、西尾君 

-弔意-大木博会員ご内室様のご冥福をお祈りして。 

 小野君、横田君、山中君、竹本君、小山君 

 今村君、竹之内君 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

９月 の プ ロ グ ラ ム  
 
 ２日（火） −クラブ・デー− 
 
 ９日（火）  例会前～指名委員選挙～ ＜ライトランチ＞ 

       −クラブ戦略策定クラブ・フォーラム− 

 担当 ｸﾗﾌﾞ戦略策定委員長 松井 信五君 
 
１６日（火） −敬老のお祝い− 

       −青少年奉仕クラブ・フォーラム−  

 担当 青少年奉仕委員長 中塚 浩君 
 
２３日（火） −祝日休会− 
 
３０日（火） −スピーチ− ＜ライトランチ＞ 

「野球観」 元プロ野球巨人軍選手、 

 ㈲川長商建専務取締役 川中 基嗣氏 

８/２７ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「夜間例会」（例会時間臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「京都洛西ＲＣとの合同例会」（例会日・場所臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「私のスピーチ 続き」 会員 嶋谷 正氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「クラブ・デー」 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「保護司について」 京都市保護司連絡協議会顧問 岡島脩雄氏 

８/２８ 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「京都南ＲＡＣとの合同夜間例会」（例会時間臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「音楽例会」 ＢＡＧ(バグ) オルガン田辺敏男氏、ギター宅間顕氏、ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ中村岳氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「京都 ロック 壁画」 コンセプチュアルデザイナー 木村英輝氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「夫人同伴夜間例会（スーパーサーズデー）」（例会時間臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「クラブ・デー 第２回クラブ討論会」 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「第３回クラブ協議会 公式訪問前」 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「カーデザイン等について」 ㈲デザインアップル代表取締役 西田典幸氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「胃の健康とピロリ菌のはなし」 会員 松本恒司氏 

８/２９ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H イニシェーションスピーチ「楽しく、苦しく、美しく」 会員 中村公紀氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「ガバナー公式訪問前クラブ・アッセンブリー」 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「京都西北ＲＣとの合同例会」（例会時間臨時変更） ＊ビジター受付はございません 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「ゴルフをあきらめるな」 プロゴルファー 足立香澄氏 

９/１ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「知っていそうで知らない京都の話」 ㈱染の聚楽代表取締役 高橋洋文氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「京の上下水道を明日へつなぐ～暮らしを支え、安らぎと潤いをお届けします～」 京都市公営企業管理者上下水道局長 水田雅博氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「ガバナー公式訪問所感」（京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ RC 合同） ＲＩ第２６５０地区ガバナー 北河原公敬氏  
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「青少年交換留学生トーマス君をブラジルより迎えて」（例会臨時変更） ＊ビジター受付はございません 
９/２ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「未定」 
（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」 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

♪ 友ら集いて ♪ 

夏さんさんと陽はそそぐ  

世にかたよりをなくさんと  

友ら集いて  いざ語らん  

公平の道  ロータリー  


