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「情報集会第３組報告」 

 

１０月２１日（火）午後６時～於：「晴鴨楼」 

出席者 ◎森里 ○中島 

磯田、城山、岩橋、渡辺、奥田 

 

磯田会員・城山会員・岩橋会員・渡辺会員・奥田会

員・副リーダー中島会員・リーダー森里の７名で、

クラブ戦略委員会岩橋会員の２０１３年～２０１

６年度目標説明から始まりました。 

 クラブ戦略策定の目標については、目標を達成し

ているが、東山クラブ独自の目標としては５０周年

に向けてとの意見が出た。長期戦略目標と５０周年

を迎えるにあたり、会員を増やす事が目標を達成す

るのに不可欠であり、戦略的には会員増強が最重要

項目で有るとの事です。 

会員増強の具体的数値目標は８５名＋αの会員数

を維持すべきで、退会理由がそれぞれ違う為退会防 

止を進めるのは難しい中、純増１０名を達成する為

には１５名の新入会員が必要に成ってきます。５０

周年に向けて会員数１００名の目標を考えれば、全

会員の増強への認識を高める事が必要です。会員１

人が新入会員１人を入会させるのは難しいのであ

れば、新入会員候補を推薦する事は出来る。その為

にはクラブ全体で会員増強の方法論の構築が必要

であると、意見の一致をみた情報集会でした。 

（報告：リーダー 森里） 

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 ＄１００万ランチ 
開会点鐘 〔１２：３０〕 
ロータリーソング♪四つのテスト 
会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 
－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 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 
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」 

今週の会合 
11/15（土）ＩＡＣ第８回例会  15：00～「東山高校コンピュータ室」 

前回例会報告 

会員数 78（31）名 出席者 59（22）名 ビジター 1名 

 ( )は出席率除外会員 出席率 85.5％ ゲスト 0名 

第 2261回出席率 98.53％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

次週の例会 １１月１８日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

 ―ロータリー財団クラブ・フォーラム― 

 担当 ロータリー財団理事 福留幸一君 

次週の会合 
11/17（月）ＲＡＣ院内学級 13：00～「京都大学附属病院」 

11/18（火） 

金沢南ＲＣとの懇談会11:00～東館３F「サーキュラールーム」 

情報集会第６組 13:30～東館３F「サーキュラールーム」 

年忘れ試食会  18:00～西館３階「梅の間」 

２０１４年１１月１１日 第２２６４回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－１８ 

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 5 回定例理事･役員会議事録〈11/4(火)開催〉 
１.前回議事録承認に関する件 

2.次々年度会長及び次年度理事役員に関する件 

3.「地域の子供たちに笑顔と歓声の一日を」事業に関する件 

4.年忘れ家族会に関する件 

5.台湾新竹 RC 創立 60 周年記念式典参加訪問に関する件 

6.12 月プログラムに関する件 

7.ウェスティン都ホテルへの年末御礼に関する件 

：例年通り 

8.事務局職員冬季賞与に関する件 

9.年末年始事務局休局に関する件: 12/24(水)～1/4(日) 

10.12 月 30 日例会メーキャップ受付に関する件 

: ビジター受付は設けない 

11.新会員歓迎会および事務局員歓送迎会開催に関する件 

12.次回及び 1 月理事役員会開催日時に関する件 

   ・12 月 2 日(火) 例会終了後 

・1 月 6 日(火) 夜間 

13.その他の事項に関する件 

国際奉仕委員会 京都、金沢留学生交流に関する件 

 

幹 事 報 告  
■＄１００万ランチ 

本日は１００万ドルランチを実施致します。会員諸兄妹、

ビジター各位のご協力をお願いします。 
 

■2014～2015 年度第２回京都市内２４Ｒ.Ｃ.連

絡協議会 会長・幹事会 

14日（金）18:00～「ウェスティン都ホテル京都」に於い

て、小野会長、吉田幹事が出席、ホストをつとめます。 

 

■ロータリー・リーダーシップ研究会パートⅢ   

16日（日）9:40～「京都文教学園」に於いて開催され、

小森会員、森里会員が参加されます。ごくろうさまで

す。 

■お知らせ 

＊来週は金沢南ロータリークラブより来訪 

来週の例会に、姉妹クラブの金沢南ＲＣより 5名様が表

敬訪問にお越し下さいます。 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【11/4（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。 
 
特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜11/4＞ 

ロータリー財団 計 5,000 円 累計 475,200 円 

中村翠嵐さん瑞宝単光章おめでとうございます。 

 松井君 

ベネファクター基金積立 計 10,000 円／$69 

 累計 50,000 円／$69 

中村翠嵐様、受章おめでとうございます。吉田（武）君 

米山記念奨学会 計 20,000 円 累計 544,000 円 

中村翠嵐さん、受章おめでとうございます。 井上（武）君 

一助に  吉田（良）君 

ニ コ ニ コ 箱 計 88,000 円 累計 1,275,000 円 

中村翠嵐会員「瑞宝単光章」受賞おめでとうございます。 

 横尾君、岩橋君、杉﨑君、今井君、中村（弘）君 
 小野君、木村（安）君、布施君、横田君、山中君 
 本田君、  
 今村君、中島君、中西君、薮下君、中塚君、鈴木君 
今月お祝いの皆様おめでとうございます。 渡辺君 
連続出席自祝 城山君 
連続 4年間出席自祝！ 岡武君 

100％出席自祝 橋本君 

100％出席 2年間自祝！ 井上（正）君、  

 村岡君 

誕生日 100%出席自祝 郡君 

誕生日自祝 柴田君 

結婚自祝 上村君 

夫人誕生日自祝 井上（武）君、薮下君 

 吉田（良）君、松下君、西村君 

ゴルフ同好会、役員の皆様お世話になりました。 

 佐貫君、今村君 

ゴルフ同好会で晩秋の紅葉とゴルフを楽しませていた

だきました。 植野君 

おかげさまで、ゴルフ同好会は楽しい一日となりました。

ご参加ありがとうございました。 平野君 

１１/１２ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ -ロータリー財団月間に因んで-「国際ロータリーのロータリー財団 新補助金について」 Ｒ.I.第 2650 地区ロータリー財団委員会 副委員長 八木秀之氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「RLI で伝わることとは！？」 RLI 地区ディスカッションリーダー 福井 RC 会員 清水慶造氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH -会員スピーチ-「ロータリーデーに向けて」 会員 足達慶信氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「財団について」 RI 第 2650 地区財団補助金委員会副委員長 名井得郎氏 

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 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H クラブ・デー「RLI について」 RLI 委員会ディスカッションリーダー 桜澤仁志氏（京都洛南 R.C.） 

１１/１３ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「東大寺二月堂修二会（お水取り）」 東大寺長老 森本公誠氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「夢に向かって落語に生きる」  落語家 上方落語協会理事 露の都さん 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ クラブデー 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「知っておきたい基礎知識 有料老人ホームと高齢者住宅」 ㈱Pro・vision 取締役 山中由美氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 第 2 回クラブ協議会「奉仕についての思いと会員増強」 RI 第 2650 地区ガバナー補佐 京都西 RC 会員 森田惠三氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ -会員スピーチ-「おそるべし中国」   元廣哲也氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「奉仕についての思いと会員増強」 R.I.第 2650 地区ガバナー補佐 京都西 R.C.会員 森田惠三氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「ロータリーと私、そして地区 R 財団学友会の近況」 建築家、地区 R 財団学友会会長（2012-2015）  山田真也氏 

１１/１４ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「あきらめる心-バングラデシュでの医療活動を通じて」  おぶせの里クリニック院長 伊藤道雄氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「四川・川劇・変面」 日本中華文学連合会理事 中国四川省成都市 川劇団絶技（変面）後継者 江 玉氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「落語」  落語家 林家 愛染氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「振り込め詐欺をはじめとする犯罪発生状況と対策について」 京都府北警察署 生活安全課 生活安全係長（警部補） 後藤教利氏 

１１/１７ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ロータリー財団について」 RI 第 2650 地区財団補助金副委員長 京都嵯峨野 RC 会員 名井得郎氏 

 （月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 第 4 回クラブ・フォーラム（クラブ奉仕部門） ※節食例会 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「人も楽しく、神様も楽しく-平成に生まれた鉾の可能性」  平成女鉾清音会会長 日詰千栄氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 移動例会「もみじ例会」 ＊ビジター受付はございません 

１１/１８ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「財団地区補助金について」 RI第 2650 地区ロータリー財団委員長 大塚紀夫氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「日々、迷わず生きる」  臨済宗大本山天龍寺塔頭 永明院 住職 國友憲昭氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ロータリー財団について」  地区財団補助金委員会 委員、京都朱雀 RC 委員 松林正高氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 


