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「会報・記録担当をやってみて」 

 

会報・記録委員長 中島 陽子 

 

会報・記録委員長という大役を拝命し、全４６回

の週報の刊行を担当することになり、早いもので残

すところ後４回となりました。  

実は委員長を拝命した際に、小野会長より年間の

原稿テーマをいただいており、また週報への寄稿を

お願いしたすべての会員の皆様がこころよく引き

受けてくださったおかげでこれまでスムーズに進

めてまいることができました。本当にありがとうご

ざいました。 

今回委員長をさせていただきよかったことは、RI

活動に即した内容の原稿を依頼することで、ロータ

リー月間を意識するようになったこと、そして月間

テーマについて理解しようと努めたことです。入会 

 

 

して 5 年が過ぎようとしていますが、まだまだ学ぶ

ことがあるなあと実感した 1 年でした。 

この委員会の重要な役割の１つとして、「ロータ

リー活動の記録」がありますが、こちらについては

私が副 SAA を兼務していて困っておりましたら、

委員でない中西会員が引き受けてくださり、その後、

毎例会記録を担当してくださいました。本当にあり

がとうございました。心より感謝しております。 

最後に、西尾ニコニコ箱委員長、1 年間委員であ

ったにもかかわらず、全く役に立たず申し訳ありま

せんでした。この場を借りてお詫び申しあげます。 

それから事務局の加藤さん、松廣さん、いろいろお

手伝いいただきありがとうございました。 

後少しですが、最後までよろしくお願いいたします。 

 

 

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  
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- 

「音羽の山寺-清水寺と法嚴寺-」 

ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会  

 事務局長 鏡山 次郎 様 

クラブ・アッセンブリー ～次年度予算案審議～ 
閉会点鐘 〔１４：００〕 

本日の会合 
京都東山 RAC ボーリング例会 19:30～「ラウンドワン京都河原町店」 

   （河原町通三条下る西側） 
 

 

前回例会報告 

会員数 78（31）名 出席者 54（ 18）名 ビジター  1名 

 ( )は出席率除外会員 出席率  83.1％ ゲスト  1名 

第 2284回出席率 97.01％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会 ６月２日（火） 於：西館４Ｆ「瑞穂の間」 

-クラブ・デー- 

 

次週の会合 
第 2 回ロータリーインフォメーション11：20～西館 3F「蘭の間」 

第 12回定例理事・役員会 例会終了後「蘭の間」 

 

 

２０１５年５月２６日 第２２８８回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－４２ 

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  
■持ち廻り臨時理事会 

過日、増強委員会より新入会員候補者が会員選考委員

会の承認を経て、理事会に提出され、これを受けて理事

会は、本日例会前に持ち回りの臨時理事会が取り行な

われました。 
■次年度予算案審議 

本日例会終了後、次年度予算案審議のクラブ・アッセン

ブリーを開催します。引き続きご出席よろしくお願い致し

ます。 
■ヤレヤレ会ご案内 

6月 16日（火）の例会開催時間が変更され、例会終了後、

引き続きヤレヤレ会が開催されます。ご案内をお配りして

います。ご出欠は、6/9（火）迄に親睦活動委員または事

務局へお返事ください。多数の皆様のご参加をよろしくお

願いいたします。 
■新入会員歓迎会ご案内 

当クラブへお仲間入りされます、青山真由美会員、深海

季生会員の歓迎会を 6月 30日（火）午後 6時より「晴鴨

樓」に於いて開催いたします。多数のご参加よろしくお

願い致します。ご案内をお配りしています。ご出欠は

6/23（火）迄に親睦活動委員会または事務局へお返事

ください。なお、30日（火）の例会は休会です。 

■次年度各委員長様へ 

本日、公式訪問報告書原稿（活動計画）提出のお願い

文書をポスト入れしております。冊子の提出期限が迫っ

ておりますので、誠に恐れ入りますが締切日 6/9（火）迄

に必ず事務局へご提出ください。ご協力のほど何卒よろ

しくお願い致します。 

同 好 会 情 報  
・茶道同好会 5/26（火）「大徳寺聚光院」14：30～ 

・野球同好会 練習予定 5/26（火）伏見桃山城グランド 14：00～ 

・そば会 6/23(火)18:30～「今長」東山大和大路松原西入 

・ロータリーほろにが会 6/9（火）18：00～「東華菜館」 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜5/1９＞ 

ロータリー財団 計 10,000円 累計 1,204,180円 

一助に。 川勝君 

米山記念奨学会 計 35,000円 累計 1,068,000円 

一助に。 渡辺君、戸田君、吉田（武）君、中西君 

ニ コ ニ コ 箱 計 39,000円 累計 2,747,100円 

粟田純司様、本日スピーチありがとうございます。 

 小森君、今井君、柴田君、吉田（良）君、小野君 

 渡辺君、山中君、松井君、西尾君、谷川君、清水君 

 、川勝君、布施君、谷口君、山田君 

誕生日自祝。 川中君 

希望の風奨学金 計 42,000円 累計 385,000円 

一助に。 本田君、柴田君、中村（翠）君 

 谷川君、小林君、今井君、川中君 

 村岡君、井上（正）君、川勝君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/27 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「動脈から攻める新しいがん治療」  医療法人龍志会ゲートタワーＩＧＴクリニック 院長 堀 信一氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「松尾祭今昔」 松尾大社宮司 京都西ＲＣ会員 生嶌經和氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「お茶会」  茶道同好会 会員 角 宗広氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「検査で守る食の安全」  保健福祉局衛生環境研究所生活衛生部門担当課長 伴埜行則氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「今日から考える事業承継」  会員 藤井康弘氏 

5/28 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 新会員スピーチ 「現在、過去、未来」森本 勝氏、「出会い、お付き合い」本舘弘之氏、「弁護士業と鉄道」岡田一毅氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H ～音楽例会～「沖縄民謡ライブ」 沖縄の島唄とお料理くぼちよ一号店 店主 久保田晃平氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「マイナンバー制度について」 上京税務署副署長 山部俊治氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「スーパーサーズデー」 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H -会員スピーチ-  会員 中川俊夫氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「琳派-麗しき日本の美-」 細見美術館 館長 京都ＲＣ会員 細見良行氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ ～新入会員スピーチ～ 「私のしごと」内藤克敏氏、「理不尽な事」安達順二氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ ～京都乙訓ＲＣとの合同例会～  ＊ビジター受付は平常通り 

5/29 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H -イニシエーションスピーチ-「仕事と趣味で充実した日々」  会員 澤田直隆氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「京都大学エグゼクティブ・リーダーシップ・プログラム（ＥＬＰ）について」 京都大学大学院 思修館 教授 山口栄一氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「後祭山鉾巡行復活 2 年目を迎えて」  佛教大学教授・京都中ＲＣ会員 八木 透氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「認知症に関して」  北山病院 澤田親男氏 

6/1 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 新入会員ｽﾋﾟｰﾁ「私の生き様!!」  増本廣行氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「反社会的勢力との断絶は武蔵坊弁慶と紫野ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会員との輪」  公益財団法人 京都府暴力団追放運動推進センター 事業課長 上原忠晴氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「これからの社会と安寧なまち」  一般社団法人システム科学研究所 上級研究員 土井 勉氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「ロータリー財団について」  ロータリー財団（地区財団委員） 坂田基禎氏 

6/2 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「未定」 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「イスラム国（Islamic State;IS）と国際連合」  京都大学名誉教授 公財）日本国際連合協会 理事 香西 茂氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「創立 30 周年記念例会開催の為、5 月 30 日に臨時変更 ＊ビジター受付は平常通り」 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

６月 の プ ロ グ ラ ム  
 

２日（火） クラブ・デー 

９日（火） -スピーチ- 

「お茶を楽しもう」 

(株)清昌堂やました 

代表取締役 京都 RC 会員  

山下 寛一郎 様    （ライトランチ） 

１６日（火） ヤレヤレ会  

例会時間臨時変更 17：30～ 

「京料理 萬重本店」 

２３日（火） －最終例会－ 

「退任挨拶」 

会 長 小野 富造君 

副会長 薮下 清三君 

幹 事 吉田 武雄君 

３０日（火） 休 会 

 


