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「指名選挙の意義について」 

 

規定審議委員長 中村 弘吉 

 

我々東山ロータリークラブでは、理事及び役員の

選挙は第３０代会長の選衡の時から指名委員会の

議を経て総会の承認を得て選出されることになっ

ている。 

先ず指名委員会について説明しますと、すべての

会員は指名委員選挙において選挙権を持ち、毎年９

月に６名の指名委員を選出する。その６名に加え直

前会長、会長、会長エレクトを加えた合計９名で委

員会を構成し、委員長は委員の互選とする。尚、幹

事はオブザーバーとして指名委員会に出席するこ

とが出来る。指名委員に選出される資格は、満５年

以上当クラブに在籍したものとする。但し、４年以

上の連続再任は認めない。となっている。 

このように当クラブの選挙は日本の総理大臣を 

選ぶような間接選挙であり、米国の大統領を選出す

るような直接選挙ではない。会員同士もよく知って

いる間柄の中で、なぜ直接選挙がおこなわれないの

だろうか疑問に感じる会員もおられるでしょう。直

接選挙は簡潔明瞭であるが、多くの欠点も含んでい

る。先ず第一に立候補者がない場合は成立しないし、

立候補者が一人の場合は自動的にその候補者が決

定されてしまう。そして複数の立候補者が出たとし

ても、選挙後に禍根をのこすことが多く、得票のた

めに金銭が動くようなことはないとしても投票の

依頼等 饗応が行われる可能性もある。また選挙が

終わっても会員間の派閥を生み出すことになりか

ねない。このようなことでは奉仕と親睦を旨とする

ロータリークラブにとってふさわしいことではない。 

以上なことを回避するために指名委員会の裁量に

より会長、役員を決定している。

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 ライトランチ 

<例会前> 指名委員選挙 「千草の間２」 

開会点鐘 〔１２：３０〕 

ロータリーソング♪我等の生業 

会長挨拶 

来客紹介 

幹事報告 

−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 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

前期５０周年準備委員会 １３：３０～「千草の間１」 
京都東山ＲＡＣ－ロータリアン卓話－ 村岡正浩会員 
 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 62（22）名 ビジター 0名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 89.86％ ゲスト 1名 
第 2253回出席率 98.46％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会 ９月１６日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

～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 

 

次週の会合 

第１回ロータリーサロン １８：００～「八千代」 

２０１４年９月９日 第２２５６回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－１０ 

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３回定例理事･役員会議事録〈９/２(火)開催〉 
1. 前回次年度理事会議事録承認に関する件 
2. 納涼家族例会決算に関する件 
3. 金沢南ロータリークラブ表敬訪問に関する件 

：８月２６日訪問の報告。提携４０周年記念事業の
留学生対象の論文募集は、国際奉仕委員会主動
で詳細を詰めていく。 

4. クラブ戦略策定委員会担当フォーラム開催(9/9)
に関する件：当日の進行予定報告 

5. 青少年奉仕フォーラム開催(9/16)に関する件 
：当日の進行予定報告 

6. 第１回ロータリーサロン開催(9/16)に関する件 
：９日の例会で、さらに出席者を募る。 

7. 台湾新竹ＲＣ６０周年記念訪問に関する件 
：式典は、１２月２３日（火）午後５時～於「新竹国賓
ホテル」。訪問スケジュールの詳細は調整中。 

8. １０月プログラムに関する件 
9. ローターアクト決算に関する件 

：科目内容を再確認する。 
10. 創立５０周年準備検討委員会に関する件 

：委員に木村安輝会員を加える。 
11. 事務局員退職と新事務局員雇用に関する件 

：現事務局員は１２月２０付で退職。新事務局員は
１０月１５日より勤務。 

12. 次回理事・役員会開催日決定に関する件 
：平成２６年１０月７日(火) 例会終了後開催 

以上を承認 
幹 事 報 告  
■本日は指名委員選挙  本日は、次々年度会長と次
年度理事役員を指名する指名委員の選挙です。投票
をお済ませの上、例会場へお入りください。 
■ロータリー･リーダーシップ研究会パートⅡ 
１４日（日）９:４０～「京都文教学園」に於いて開催され、 
小森会員、森里会員が出席されます。ごくろうさまです。
Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
 8/24 の家族例会の際、リレーフォーライフの募金に
ご協力頂き、ありがとうございました。おかげ様で 
合計４１,０００円の募金が集まりました。 

 9/7（日）午前中、「ローターアクトの日」の新京極と

寺町の清掃行事に岡武委員長が参加しました。 
 本日のローターアクトの例会は村岡会員のよるロー
タリアン卓話です。テーマは「旅館のあれこれ」です。
参加希望者は岡武委員長までご連絡願います。 

同 好 会 情 報  
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｣ 
囲碁交流会  ９/１１（木）１４：００～ ｢リーガロイヤル H 京都｣ 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜9/2＞ 
ロータリー財団 計 10,000円 累計 335,200円 
一助に。 布施君 
米山記念奨学会 計 40,000円 累計 252,000円 
次週、９月９日のローターアクトの例会は、村岡さんの
卓話です。皆様奮ってご参加お願いします。 岡武君 
事業の一助に。 横田君 
一助に。 布施君、中西君、上村君 
ニ コ ニ コ 箱 計 82,000円 累計 720,000円 
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。 佐貫君 
 鈴木君、小森君、今井君、竹本君、渡辺君 
 岩橋君、山田君、今村君、横井君、本田君 
誕生日自祝。稲本君、中村(弘)君、小山君、井上(正)君 
家内誕生日自祝。 木村(安)君、横田君、奥田君 
奥さん、誕生日おめでとう!! 中西君 
連続１４年間出席、健康に感謝。 西尾君 
今月お祝いの皆様おめでとうございます。 吉田(武)君 
爽やかな秋がやって来ました!!“万歳” 奥田君 
小森ドクター、お世話になりました。 中塚君 
本日ＮＰＯ法人山科醍醐こどものひろばの朱まり子様
にお越しいただいて。 小野君 
小野会長、ありがとうございました。 岩橋君 
 吉田(武)君、安澤君、森里君、松下君、清水君 
納涼家族例会お世話の皆様、ありがとうございました。 
 植野君 
-弔意-大木博会員ご内室様のご冥福をお祈りします。 
 吉田(良)君 
希望の風奨学金 計 30,000円 累計 75,000円 
希望の風、宜しくお願い致します。 横田君 
目的どおりに配布されますように。 井上(勝)君 
一助に。 中西君、松井君、小山君 

９/１０ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「『京都で育って良かった！』と若者が実感できるまちづくりに向けて」 京都市副市長 藤田裕之氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「クラブ・デー 広報部門第２回クラブフォーラム」 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽ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 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「クラブ・フォーラム～魅力あるクラブ運営～」 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「クラブ・デー」 

９/１１ 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「伝統の未来。未来の伝統」～PARASOPHIA：京都国際現代芸術祭 2015 の試み～ 京都国際現代芸術祭組織委員会事務局長 尾崎宣之氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「２１年切り続けて、これから表現したいこと」 切り絵作家 ＳｏｕＭａさん 

 京 都 洛北 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 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「日南海岸に建てたモアイの役割」 一燈園 当番 西田多戈止氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「ピンチがチャンス？」 墨屋のおやじ 松井重憲氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「夜間移動例会」（例会時間・場所臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「名残りという事-秋の茶の湯-」 茶道 武者小路千家家元 千宗守氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「青少年奉仕について」 青少年奉仕委員長 萩原暢子氏 

９/１２ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「京都市の都市計画について」 京都市副市長 小笠原憲一氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「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 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「新会員スピーチ」 千葉 剛氏、内田浩史氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「筆跡から分る性格・行動傾向」 オフィスりるも代表、筆跡診断士 山上りるも氏 

９/１５ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H -祝日休会- 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H -祝日休会- 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ -祝日休会- 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

-祝日休会- 
９/１６ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「サイバー犯罪の現状について」 京都府警察本部サイバー犯罪対策課ネットセキュリティ・サポートセンター ネットトラブル対策係長近藤勇二氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「コウノトリと共に生きる～隣県の小さな世界都市「豊岡」の挑戦～」 ㈱奥城崎ｼｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ代表取締役社長、京都南ＲＣ会員 岩井美晴氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「全ての人に癒しと喜びを与え、元気な笑顔を呼び起こす」 ネイルサロン“らかねいる”代表、タル谷総合法務経営事務所代表代行、樽谷珠代氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 


