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「情報集会第２組報告」 
 
平成２５年１０月１４日（火）１８：００～於：「キャメロン」 
出席者 ◎川勝○中川 
今村、木村（茂）、小山、柴田、山本、松下、 
井上（正）、村岡、松井（オブザーバー） 

〈敬称略〉 

 
秋も深まり紅葉も少しずつ色づく季節に、川勝リーダー

のもと「キャメロン」にて開催されました。 
 
１． クラブ戦略策定委員会（CLP）について 
２． 会員増強について 
３． アンケート記入 

 
上記の１・２の議題について川勝リーダーの司会進行

のもと各テーマについて、出席者が順次意見を述べられ
ました。 

 
１． 【クラブ戦略策定委員会（CLP）について】 

 
松井クラブ戦略委員長から、『クラブ戦略策定委員会報

告及び（2013～2014）度間目標』について、説明がありま
した。 
当クラブは、２０１１年度から長期目標を立案し、その目

標に向かって毎年の年次目標を設定の上、経過をチェッ
クし見直しながら継続を図る委員会で目標（2013～2016）
を決めて行って当クラブは、他のクラブに負けない努力を

行っています。 

説明後、川勝リーダー司会のもとに各出席者から意見
等が述べられました。 

 
● １年で退会者、７名は異常である。 
● 会長が１年ごとに変わるので会長自身が意識を高

めないと継続は難しい。 
● 会員数が少ないクラブには、ＣＬＰが有効だと思

う。 
● 会員数減少に伴い、国際ロータリーの方針は、無

職でも入会可能といった考えは、日本のロータリ
ーには、定着しにくいと思う。 

● 単年度で動くので目標設定が難しく単年度事業も
多い気がする。 

● 対外的には、継続事業が必要で振り返る事ができ
る。単年度事業では、振り返る事があまりない。 

● 単年度で大きい事業をするのも素晴らしいと思う。 
● 親睦委員会は、若手が多くなり充実していて楽し

い。 
● 京都マラソンは、現在３年間継続して今後も継続

するべきだと思う。 
● ローターアクトが現在取り組んでいる院内学級も

続けるべきだと思う。 
以上の意見等がありました。 
 

２． 【会員増強について】 
 
川勝リーダーから『会員増強について』について説明が

ありました。                   （次頁につづく） 

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 クラブ・デー 

開会点鐘 〔１２：３０〕 

君が代斉唱 

ロータリーソング♪友ら集いて 

会長挨拶 

来客紹介 

奨学金授与 

幹事報告 

今月のお祝い 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

第５回定例理事・役員会  例会終了後 「平安の間」 

前回例会報告 

会員数 78（31）名 出席者 52（18）名 ビジター 1名 

 ( )は出席率除外会員 出席率 80.00％ ゲスト 1名 

第 2260回出席率 100.00％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

次週の例会 １１月１１日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

$100万ﾗﾝﾁ 

－スピーチ－「七代目が語る 二宮金次郎」 

リレイト代表、京都大学博士（教育学） 中桐万里子氏 

次週の会合 

特別事業合同委員会 13：30～「平安の間」 

情報集会第５組   18：30～「キャメロン」 

ＲＡＣ院内学級準備例会 19:30～「京都タワーホテル」 

２０１４年１１月４日 第２２６３回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－１７ 

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 
 



 

 

会員増強は、クラブ繁栄にとって、永遠の課題です。 
当クラブの最高会員数は、１９９３年度に１１１名でした。 
他クラブの事例ですが、創立５０年を既に超えられ、以

前１００人余りの会員を有しておられたのですが、増強活
動を怠り創立４０年を前後に会員の高齢化とともに会員減
少が進み、現在は１８名となっていると聞きました。 
今年度も重要課題である会員増強は、クラブ挙げて活

動課題として、７８名全員が、常に意識を高めて「今日は
人の身、明日は我が身」を心しなければ、会員減につな
がるので会員一人一人が意識を高めて下さい。 

 
説明後、川勝リーダー司会のもとに各出席者から意見

等が述べられました。 
 
● 今の時代（２０～３０代）会員を増やすのは難しい。

それは、価値観が違う。 
● 昔は、誘い文句であった『人脈が広がる』と言った

文句は、若い人には興味が無いのが実情である。
４０代は、仕事が忙しくて時間が作れないと言われ
る事が多い。 

● 若者世代は、ロータリーのステータスを感じていな
いので誘うのが難しい。 

● ５０～６０代になると既にどこかのクラブに入会して
いて紹介が難しい。 

● 紹介して、もし断られた場合、紹介者の方に説明
がつかないので紹介しにくい。 

● 高齢になると身近な紹介者がいない。 
● 社会情勢が厳しい（年会費等）ので勧誘しにくい。 
● 毎年、役員をする人が同じなので均等にした方が

いいと思う。 
● 一人に役を押しつけてしまうと退会につながると思

う。 
● メンバー退会を防ぐのが一番重要で声掛けは必

要だと思う。 
● クラブのメリットを明確にした方が会員増強につな

がると思う。 
● 例会時に「会員増強タイム」を作って実行してるク

ラブがあるので当クラブも参考にして実行した方が
いいと思う。 

● ３年後５０周年にむけてメンバー全員一致団結し
て取り組んでがんばっていきましょう。 

との意見等がありました。 

今回の情報集会は１１名の多くの参加者で意見等しや
すい雰囲気で先輩・後輩の関係なく活発な意見が交わさ
れたと思います。 
とても美味しい「キャメロン」さんのお食事、お酒を飲み

ながら「クラブ戦略策定委員会（CLP）」「会員増強」につい
て積極的に各メンバーから意見等が交わされました。 
京都東山ロータリークラブは、市内６番目発足のクラブ

ですが、市内の中心的な存在になるクラブ作りをしていき
２６５０地区一の魅力的なクラブに発展できる夢を膨らませ
私も日々精進していきたいと考えています。 

合掌 

（報告：副リーダー 中川） 
幹 事 報 告  
■サンパウロ国際大会説明会 
１１月８日（土）１４：００～京都タワーホテルに於いて、安
澤国際奉仕委員長が出席されます。ごくろうさまです。 

 
今月のお祝  
❁１００％出席会員表彰 
連続３３年間：城山君 
連続３０年間：中村（翠）君 
連続 ４年間：郡君、岡武君 
連続 ３年間：橋本君 
連続 ２年間：井上（正）君、村岡君、中村 君 
❁誕生日 
岸君 １０日 柴田君 １５日 
郡君 １７日 竹本君 １７日 
❁夫人誕生日 
吉田(良)君夫人  明子さん     ３日 
川勝君夫人    絢子さん     ５日 
薮下君夫人    正子さん     ８日 

安倍君夫人    嘍漓子さん   １２日 
杉﨑君夫人    裕子さん    １２日 
井上(武)君夫人  佳子さん    １５日 
清水君夫人    佐和子さん   １５日 
松下君夫人    啓子さん    １７日 
西村君夫人    照子さん    ２２日 
大木(義)君夫人  映妃さん    ２９日

１１/５ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ -京都Ｒ.C.在籍５０年記念スピーチ-「ロータリーあれこれ」 月桂冠㈱取締役相談役 会員 大倉敬一氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「ロータリー財団について」  地区財団補助金委員会副委員長 京都嵯峨野 RC 会員 名井得郎氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH -ロータリー財団月間に因んで-「未定」 R.I.第 2650 地区ポリオプラス委員会 委員長 会員 石田 徹氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「奉仕プロジェクト委員会報告」 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ガバナー公式訪問所感」  国際ロータリー第 2650 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 北河原公敬氏 

１１/６ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「極東は世界の発火点-近代日本の宿命」  京都大学名誉教授 中西輝政氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H -ロータリー財団月間スピーチ-「財団簡単説明」 R.I.第 2650地区ロータリー財団委員会委員長武生府中ＲＣ会員 大塚紀夫氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「今年のプロ野球をふり返って」 プロ野球解説者 片岡篤史氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「太秦が教えてくれたこと～『太秦ライムライト』を制作して～」  脚本家・プロデューサー 大野裕之氏 
 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※ 「現代の版画を語る」 京都精華大学 芸術学部 教授 武蔵篤彦氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「ロータリー財団月間に因んで」  ロータリー財団委員会 委員長 大森 剛氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「博物館よもやま話」  兵庫県立人と自然の博物館館長 兵庫県立大学名誉教授 中瀬 勲氏 

１１/７ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「国際奉仕について」 会員 粟野菊雄氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ～財団月間スピーチ～ 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「グローバル補助金事業のススメ」  地区財団委員長 大塚紀夫 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H ※呈茶席あり（百万$財団ランチ）「アクアラング」  会員 宮内弘人氏 

１１/１０ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「教育者 新渡戸稲造」  学校法人新渡戸文化学園理事長 東京 RC会員 豊川圭一氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 第 3 回クラブ・フォーラム（青少年奉仕部門） 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「グローバル補助金事業のススメ」 地区ロータリー財団委員長 大塚紀夫氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 財団月間卓話  財団補助金委員会 委員長 京都南 RC 原 悟氏 

１１/１１ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「ガバナー公式訪問所感」  RI第 2650 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 北河原公敬氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「京都市の交通～市バス・地下鉄」  京都市公営企業管理者 交通局長 西村 隆氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ガバナー公式訪問所感」  R.I.第 2650 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 北河原公敬氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

❁結婚記念日 
平野君 ３日 大木（義）君６日 杉﨑君６日 
坂田君１０日 安倍君１２日   稲本君２０日 
上村君２５日 

同 好 会 情 報  
ﾛｰﾀﾘｰほろにが会 １１/１１（火）１８：００～「ﾚｽﾄﾗﾝ菊水」 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜10/28＞ 
ロータリー財団 計 10,000円 累計 470,200円 
郡会員御母堂様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申
し上げます。 松井君 
米山記念奨学会 計 10,000円 累計 524,000円 
一助に。 岩橋君 
※前々回の寄付にて、川中会員は６回目、関根会員は１
回目の米山功労者となられました。おめでとうございます。 

ニ コ ニ コ 箱 計 54,000円 累計 1,187,000円 
米山奨学生張 静楠さん、本日はスピーチありがとうご
ざいます。 渡辺君、城山君、西尾君、森里君 
 上村君、今井君、吉田（武）君 
関根会員、井上（正）会員、お気づかい有りがとうござ
います。 木村（安）君 
安澤会員、友情に感謝。ご尽力有りがとうございました。
 木村（安）君 
（弔意）郡会員御母堂様のご逝去を悼み、謹んでお悔
やみ申し上げます。 吉田（良）君、杉﨑君、横尾君 
 鈴木君、井上（勝）君、安澤君、岩橋君、竹之内君 
 小野君、今村君、川中君、小山君、森里君、布施君 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～10月のスナップ～ 

10/14日（火）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 

ＲＬＩパートⅡ修了証授与（小森会員 森里会員） 
お誕生日お祝い、おめでとうございます！ 

 

10/21日（火）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 

10/28（火）米山奨学生スピーチ 

「リアルな私と留学生活」 

米山奨学生 張 静楠様 

10/14日（火）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 

10/7（火）クラブ・デー 

出席１００％お祝い 
おめでとうございます！ 

 


