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「情報集会第１組報告」 

 

２０１４年９月３０日（火）１９:００～「晴鴨樓」 

出席者◎福留、○郡、○関根、吉田（良）、稲本、 

中村（弘）、今井、松井、小森、橋本、川勝 

 

 そろそろ紅葉も色付き始める秋の入り口、風格

漂う晴鴨樓において、福留リーダーの挨拶で第一組

の会合が持たれました。 

テーマは 

１． クラブ戦略策定委員会（ＣＬＰ）報告（松井

委員長）及び（2013 年～2016年）度目標につ

いての説明と意見交換 

２． 会員増強について 

３． アンケート記入等々 

について意見交換がなされました。 

 

１については特に東山ＲＣ５０周年事業について

の話を包括した意見が出ました。 

・ ５０周年を迎えるにあたり有意義で東山ＲＣと

して名前を残すような事業、クラブにしたい。 

・ 皆でひとつになって、活動を行うことこれが戦略

目標になっても良いのではないか。 

・ 委員長を単年度制から複数年（三年）度制にする。 

ＣＬＰは内容が複雑なのでわかりやすくしてほ 

しい。 

・ 三ヵ年計画の矛盾を解消すべき。 

・ ＣＬＰの策定の目的を再確認するにあたり、クラ

ブ自体の刷新制と柔軟性を育てる目的であり、新

世代のロータリアンを育て、五大奉仕との調和を

持たせる。 

リーダーの育成がＣＬＰ設定の重要な要素ではな

いかという意見がありました。 

 

２については 

・ 会員については純増がなかなか達成できない。 

・ クラブとしての魅力を持たすことが必要であり、

将来は若い世代が引っ張っていけるようなクラ

ブ運営にしていく必要がある。 

・ 増強もさることながら退会防止のために例会に

おいて声掛け運動を行っていく。 

・ 退会する人が出るのは仕方がない。 

等々の意見が出ました。我がクラブは５０周年に向

けてどんなクラブになっていくのかという構想、強

い思いが会員間の間で熱く話合われ、身が引き締ま

る思いがしました。それに向けてさらに今後活動に

力をいれなければいけないと思いました。 

（報告：副リーダー 郡）

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 
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 
−職業奉仕クラブ・フォーラム− 

 クラリネット奏者  稲本 渡氏 
 担当 職業奉仕委員長  岸 弘祐君 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 
前期会長会 例会終了後「千草の間２」 
情報集会第２組〈川勝ﾘｰﾀﾞｰ〉 １８：００～「キャメロン」 
京都東山ＲＡＣ－ﾘﾚｰﾌｫｰﾗｲﾌⅢ－ 
 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 58（20）名 ビジター 0名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 86.57％ ゲスト 1名 
第 2257回出席率 98.44％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会 １０月２１日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

米山ランチ 

−特別事業クラブ・フォーラム− 

山科醍醐こどものひろば  堤かおり様 

担当 「地域の子どもたちに歓声と笑顔の一日を」委員長 

横尾浩志君 

次週の会合 
特別事業合同委員会 例会終了後「例会場前ロビー」 
情報集会第３組〈森里ﾘｰﾀﾞｰ〉 １８：００～「晴鴨樓」 

２０１４年１０月１４日 第２２６０回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－１４ 

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 4 回定例理事･役員会議事録〈10/7(火)開催〉 

1. 前回次年度理事会議事録承認に関する件 

2. 職業奉仕フォーラム(10/14)に関する件 

3. 「地域の子供たちに笑顔と歓声の一日を」事業 

フォーラムに関する件 

4. 台湾新竹ＲＣ６０周年記念訪問に関する件 

5. 岡本事務局員退職金及び加藤新事務局員給与

に関する件 

6. 前期会長会への諮問事項に関する件 

(1)クラブ戦略策定委員会報告ならびにご意見 

(2)創立５０周年記念準備検討委員会報告並びにご意見 

(3)上期のクラブ運営について 

7. 平成２６年度赤い羽根共同募金への協力に関す

る件：例年通り会員一人当たり１００円を送金する。 

8. 京都マラソン２０１５ボランティア活動に関する件 

：昨年と同様の活動で申込み済。１２月上旬にﾘｰ

ﾀﾞｰ説明会開催。 

9. 2014‐15 インターアクト地区大会参加に関する件 

：東山中学・高等学校ＩＡＣより８名参加。木村(安) 

ＩＡ委員長が引率。 

10. １１月プログラムに関する件 

11. ロータリーサロンに関する件：次回１/27開催 

12. 年忘れ家族会に関する件：登録料は次回で決定。 

13. ガバナー杯野球大会参加に関する件 

：同好会を立ち上げ、参加予定。 

14. 次回 理事・役員会開催日時決定に関する件次回

理事・役員会開催日決定に関する件 

：平成２６年１１月４日(火) 例会終了後開催 

以上を承認 
幹 事 報 告  
■やまとまほろばＲＣ認証状伝達式 

１９日（日）１１：００～「橿原ロイヤルホテル」に於いて開催

されます。小野会長が出席されます。ごくろうさまです。 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【１０/７（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 １０/１４（火）１８：００～「ﾚｽﾄﾗﾝ菊水」 

軽音楽同好会ﾘﾊｰｻﾙ１０/１４（火）２１：００～「スタジオ２４６」 

ゴルフ同好会１１/２（日）９：３０集合｢ｸﾞﾗﾝﾍﾞｰﾙ京都 GC｣ 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜10/7＞ 

ロータリー財団 計 10,000円 累計 415,200円 

葬儀に際しましてご会葬いただき有難うございました。 

 大木(博)君 

米山記念奨学会 計 80,000円 累計 384,000円 

米山月間。連続１５年間自祝。 本田君 

米山月間に因んで。 中村(翠)君、小野君 

葬儀に際し供花有難うございました。 大木(博)君 

そば会お世話になります。 中村(弘)君 

一助に。 吉田(良)君、坂田君、井上(武)君 

ニ コ ニ コ 箱 計 82,000円 累計 1,037,000円 

今月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

 川勝君、佐貫君、森里君、中塚君、末松君 

 山本君、小森君、今井君、山中君、横井君 

出席表彰頂いて。 川中君 

連続 15年出席自祝。 本田君 

誕生日自祝。 小原君、平野君、井上(武)君 

 大木(博)君、城山君、佐貫君 

家内誕生日自祝。 西尾君、安澤君、小林君、山田君 

結婚記念日自祝。 横尾君、吉田(武)君、木村(茂)君 

 中村(弘)君、清水君、竹之内君 

敬老の日にお祝いを頂いて。 磯田君 

井上(正)さん、知樹君おめでとう。 松井君 

塩路さん、土曜日は大変楽しい一日を過ごさせて頂き、

ありがとうございました。 平野君 

亡き妻が生前ご交誼をいただき有難うございました。 

 大木(博)君 

希望の風奨学金 計 1,000円 累計 111,000円 

一助に。 吉田(良)君 

１０/１５ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 新会員ｽﾋﾟｰﾁ「ロータリーと当社との意外な関わり-職業奉仕と一心館-」 安道大介氏、「信託の起源」 石川 恭氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「万華鏡ミュージアム１０年の歩み」 ＮＰＯ法人京都万華鏡こう房代表 伊藤知子氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「クラブ・デー 夜間月見例会」（例会時間臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「韓国と日本の架け橋としての自分を語る」 米山奨学生 金東柱様 
 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 

１０/１６ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「台北南ＲＣ訪問」（休会） ＊ビジター受付は平常通り 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「エジプト：町、文化、言葉、宗教、料理」 米山奨学生 モハメド・アハメド・モハメド様 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「中国経済の動向とチャイナリスク」みずほ銀行執行役員中国営業推進部部長 大門栄城氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「電波とケータイ電話」 ㈱ドコモＣＳ関西京都支店支店長 西岡幸一氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「インドネシアと日本の違うところ」 米山奨学生 ラハディアン・ユスフ様 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 職業奉仕ﾌｫｰﾗﾑ「ふるさと納税について」毛利隆志氏、「相続税改正について」 吉田和正氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「私の人生～ロータリーに出会って、変わったこと」 米山奨学生 ファム・フーン ティ様 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「スウェーデンと日本、言語と文化の共通点と相違点」 米山奨学生 シェルマン・スヴェン アンテ様 

１０/１７ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「扉を開けて…米山ロータリー奨学生としての生活」 米山奨学生 謝 韵様 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「職業奉仕クラブ・フォーラム」 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「スウェーデンと日本、言語と文化の共通点と相違点」 米山奨学生 シェルマン・スヴェン アンテ様 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「親睦旅行例会」（例会日時臨時変更） ＊ビジター受付はございません 

１０/２０ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「私の職業」 会員 古川隆三氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「高橋浩昭会員・山本章治会員卒寿御祝例会」（例会日時臨時変更） ＊ビジター受付はございません 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「世界中を幸せにするということ」 京都大学総合人間学部２回生 中村多伽様 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ 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 

１０/２１ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 新入会員スピーチ「お菓子のＯＥＭ製造における管理について」 野田英彦氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「いのちの博物館～京都市動物園の歴史と役割～」 京都動物園園長、獣医師 秋久成人氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「未定」 鵜飼浩子氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 


