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「情報集会第 6組報告」 
 

平成 26年 11月 18日(火)13:45～ 

於：サーキュラールーム 

出席者 ◎安澤、○上村、小野、中村（翠） 

植野、木村（安）、西村、横尾、坂田 

安澤、吉田（武）、竹之内、中川 

 

例会終了後、今年度最終の情報委員会が開催さ

れました。最初に坂田会員よりクラブ戦略委員会

についての説明があり、その後出席者より発言が

ありました。 

・クラブ運営は単年度事業ではないのか 

・周年事業は数年をかけての事業ではないか 

・クラブの数年先を見据えた取り組みを考える委

員会なのに委員の選び方に透明性が必要では

ないか 

・クラブ戦略について会員に周知できるのか 

などいろいろな発言がありクラブ戦略について 

認識を新たにできました。 

 

 

 

会員増教について安澤リーダーが各出席者に意

見を聞かれました。 

・新入会員については今の若い方は時間にゆとり

がないのでなかなか入会の話を聞いてもらえ

ない 

・同好会など楽しい行事が多数あれば退会者が出

ないのでは 

・入会候補者を紹介するハードルを低くして、会

員が気軽に入会候補以前の候補者を増教委員

に紹介できる仕組みを考えては 

など多数の意見が出されました。 

ベテランのメンバーが多く若手にとっては、本当

に有意義な情報集会になりました。 

   （報告：副リーダー上村） 

 

 

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 

‐ロータリー理解月間‐ 

本日の例会  

開会点鐘 〔１２：３０〕 
ロータリーソング♪我らの生業 
会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 

－スピーチ－「超高齢化の健康について」 

京都府保険医協会理事長 垣田さち子様 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 
 
  

前回例会報告 

会員数 78（31）名 出席者 64（23）名  

 ( )は出席率除外会員 出席率 91.4％  

第 2269回出席率 92.86％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 

次週の例会 １月２７日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

－ スピーチ － 

「初春を寿ぐ唄によせて」 

      重森三果様  

       <ライトランチ> 

次週の会合 

第２回ロータリーサロン     18：00～南禅寺「八千代」 

ＲＡＣﾛｰﾀﾘｱﾝ卓話Ⅱ      19：30～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」 

２０１５年１月２０日 第２２７２回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－２６ 

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  
■裏千家初茶会 

22日（木）「茶道裏千家」に於いて開催され、中村(翠)ガ

バナー補佐、関根会員、森里会員、佐々木会員、吉田

幹事が出席されます。ごくろうさまです。 
■京都桂川ＲＣ創立２５周年記念例会 

24日（土）16:00～「グランヴィア」に於いて記念講演、式

典、祝宴が開催され、小野会長、吉田幹事が出席され

ます。ごくろうさまです。 
■地区職業奉仕「講演会」 

25（日）13：00～「シルクホール」に於いて開催され、岸

職業奉仕委員長、渡辺クラブ管理委員長、吉田幹事が

出席されます。ごくろうさまです。 
■国際ロータリー第 2650地区2014学年度米山奨学生『東

大寺歴史探訪会』 

25日（日）13：00～奈良にて開催され、安澤国際奉仕委

員長、米山奨学生・張 静楠さんが出席されます。ごく

ろうさまです。 
■第 2 回 ロータリーサロン 

27日（火）18：00～南禅寺「八千代」にて開催されます。 

出欠のお返事を本日中にロータリー情報委員もしくは、

事務局までお願い致します。尚、前回参加されておら

れない方は出来るだけ出席のほどお願い致します。 
■地区大会の登録 
登録総数は４２名でした。ご登録いただいた皆様ありが

とうございます。登録料 10,000円につきまして、本日も

しくは、次週例会日（1/27）までに、幹事または、事務局

までお納めください。当日（バス乗車等）の詳細は、改

めてお知らせ致します。 
■お知らせ 
*京都紫竹ロータリークラブ講演会のご案内 

日 時 2015年 2月 6日（金）12：30～14：00 

演 題 「日本の防空体制」 

講演者 渡邊至之（わたなべよしゆき）様 

川崎重工業㈱ 航空宇宙カンパニー顧問 

会 場 紫竹 RC例会会場（京都ブライトンホテル） 

締 切 1/30（金）※お申込みは幹事・事務局までお願いします。 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【1/6（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  
野球同好会 

1/20（火）14：00～練習「岡崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ」 

2/21（土）開会式 8：40～、1回戦（vs洛中 RC）10：20～

「岡崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ」 

スキー同好会 

2/6（金）-8（日）木曽福島スキー場「J-HOUSE」 

3/6（金）-8（日）乗鞍高原スキー場「休暇村乗鞍高原」 

ロータリーほろにが会 1/20（火）18：00～「ﾚｽﾄﾗﾝ菊水」 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜1/13＞ 

ロータリー財団 計 15,000円 累計 809,560円 

ロータリー財団協力会より。            松井君 

米山記念奨学会 計 25,000円 累計 674,000円 
蔡 呉 鑫君、お世話になりました。 奥田君 
一助に。 井上（武）君、松下君 

ニ コ ニ コ 箱 計 90,000円 累計 1,863,000円 

今月のお祝の皆様、おめでとうございます。 
 戸田君、岩橋君、竹本君、川中君、吉田（武）君 
 井上（勝）君、佐貫君、城山君、布施君、今村君 
 柴田君、中塚君、川勝君 
１００％出席自祝。 中川君、上村君、関根君、小森君 
誕生日自祝。  小野君、村岡君、木村（安）君 
 薮下君、渡辺君、坂田君 
結婚記念日自祝。 小野君、今井君 
家内誕生日自祝。 小野君、佐貫君、大藤君、小原君 
 横井君、本田君、平野君 
おめでとうございます。本年もよろしく。 末松君 
明けましてお目出とうございます。多くの会員様からご
挨拶をいただいて。 横井君 
今井さん、何時も写真を有難う。 鈴木君 
小森先輩ありがとうございます。 岡武君 

１/２１ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「実はあまり知られていないかるたの歴史」  ㈱大石天狗堂 代表取締役社長 前田直樹氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「メディアの現場で考えたこと」 株式会社テーク・ワン代表取締役社長 為森 隆氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「新年夜間例会」の為、18：30～に臨時変更  ＊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 新入会員歓迎例会の為、例会変更  ＊ビジター受付はございません  
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「異文化理解・インドでの教育事情・人生の動機付け」  京都教育大学 教育学部研究生 アルン・クマル・シャルマ氏 

１/２２ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「RLI について」  RI2650 地区ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会委員 RLI ディスカッションリーダー 大和郡山 RC 会員 北谷泰彦氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「京料理」  （学）大和学園 理事、京都調理師専門学校 校長 仲田雅博氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「プロ野球裏話（仮）」 阪神タイガース二軍監督 来期一軍ヘッドコーチ 平田勝男氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「ギターの歴史と種類と楽しみ方」  京都伏見ギター音楽院 主宰 西川真史氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 創立２５周年記念講演会・記念式典例会・祝宴説明会 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「京都にエコ・ミュゼ街区をつくろう」 K.ASSOCIATES/Architects 代表 岸 律子氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「周術期口腔機能管理について」  京都府立医科大学附属病院 歯科診療部長 金村成智氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 休会  ＊ビジター受付はございません 

１/２３ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「宝船」  会員 中田幹男氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ～前期クラブ・アッセンブリー～ 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「カンボジアミッション報告」  小山正博氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H （節食例会）-クラブ・フォーラム-「望は世界の久遠の平和」 米山奨学委員会地区委員長 国友美丸氏 

１/２６ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「観光之光 京都の魅力の源を考える」  合同会社京都ジャーナリズム歴史文化研究所代表 歴史作家 放送作家 番組プロデューサー 丘 眞奈美氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 新会員スピーチ  会員 井早 朗氏、加藤炳秀氏、西河豊治氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「音楽例会 チェロとピアノの協演」  関西フィルハーモニー管弦楽団チェロ奏者 太田道宏氏、ピアノ 永田悦子氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 卓話「留学生の見た日本」 

１/２７ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H クラブ管理フォーラム 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ -新入会員スピーチ-  「リフォームについて」 中谷茂夫氏、「建物を守る三つの目」 玉川隆司氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「平成２７年を占う」  高島易断鑑定所 高島寿周氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 


