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「一年を振り返って」 

副会長 薮下 清三 

副会長という大役をお引き受けしながら何のお

役にも立てなかった事、大変申し訳なく思っていま

す。私の様な小さな会社の社長で電話番も荷造りも

あらゆる仕事をしていますとロータリーに行くと

息抜きが出来ると喜んでいましたが、欠席も多く皆

様に大変ご迷惑をかけてしまいました。 

 小野会長は必ず例会の後は事務局に顔を出され、

わからない所を教えておられると聞いていました。

そして「会長のひとり言」を一年間続けられました。

頭の下がる思いです。吉田幹事も小野会長の補佐を 

 

され、何のトラブルもなく色々な問題も確実に処理

していただきました。その他、各委員長様が自分の

役割を果していただきました。次週がヤレヤレ例会

ですが一年間大変有難う御座いました。 

 

 

 

 

 

 

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 

-親睦活動月間- 

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♪それでこそロータリー 
会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 
-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 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 
第 1回ロータリーインフォメーション11：20～東館 4F「平安の間」 
第 7回次年度理事・役員会 例会終了後東館 4F「平安の間」 
京都東山 RAC 例会  19:30～「八千代」 

井上正博会員 卓話「フラワーアレンジメントについて」 
  
 
 
 
 

 

 

前回例会報告 

会員数 78（31）名 出席者 55（ 17）名 ビジター 1名 

 ( )は出席率除外会員 出席率  85.9％ ゲスト 3名 

第 2286回出席率  94.03 ％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 

次週の例会 ６月１６日（火） 於：「京料理 萬重本店」 

-ヤレヤレ例会-     例会 17：30～ 

       ヤレヤレ会 18：00～ 

２０１５年６月９日 第２２９０回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－４４ 

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 12 回定例理事･役員会議事録〈6/2(火)開催〉 
1. 前回議事録承認に関する件 

2. 次年度予算案に関する件 

3. 新会員候補者の入会手続きスケジュールに関する件 

4. 新会員の委員会配属(当年度)に関する件 

5. 出席規定適用免除申請に関する件 

6. ローターアクト海外研修補助予算書・決算書に関する件 

(青少年奉仕委員会) 

7. 事務局職員夏季賞与に関する件 

8. ウエスティン都ホテル京都への年度末お礼に関する件 

9. バヌアツ台風・ネパール地震の災害義捐金に関する件 

10. 新世代育成基金奨励金に関する件 

11. その他の事項に関する件 

12. 次回理事・役員会(臨時)開催日時決定に関する件 
 

幹 事 報 告  

■次週は「ヤレヤレ会」 

次週 16（火）17：30～ヤレヤレ例会を「京料理 萬重本

店」に於いて開催いたします。ご出欠のお返事がまだの

方は、親睦委員会または事務局までお知らせください。 

■新入会員候補者の入会に向けて 

この度、1名の新入会員候補者を会員の皆様に開示し

たところ、意義申し立てが無かったので（2週間内）、 

入会に向けての手続きに入る事を報告いたします。 

*６/ 9(第 1回インフォメーション) 

*6/30(第 2回インフォメーション) 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【6/2（火）ＲＡＣ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 ＜６/２＞ 
ロータリー財団 計 5０,000 円 累計１,２９４,180 円 
皆様方の友情に感謝致します。 岩橋君 
岡武君いろいろ大変ですが楽しんで下さい。 
一年はアッと云う間に過ぎます。 横尾君 
谷口さんお世話に成りました。 植野君 
 

福留さん頑張って。 平野君 
ゴルフ同好会、大変恐縮しております。 布施君 
ベネファクター基金積立 計 10,000 円／$84.75 
 累計 127,038 円／$1154.95 
あと１ケ月、宜しくお願いします。 吉田（武）君 
※今回の寄付にて吉田武雄会員はベネファクター協力会＄1,000 
達成者となられました。おめでとうございます。 
米山記念奨学会 計 35,000 円 累計１,11８,000 円 
皆様方の友情に感謝致します。 岩橋君 
ゴルフ同好会、やれやれコンペお世話になりました。 布施君 
一助に。 井上（武）君、上村君 
ニ コ ニ コ 箱 計 98,000 円 累計 2,875,100 円 
青山真由美君、本日ご入会おめでとうございます。 
 鈴木君、安澤君、小森君、岡武君、吉田（良）君 
 竹之内君、渡辺君、中村（翠）君、小野君 
 小山君､中塚君、山田君、清水君、郡君 
深海季生君、本日ご入会おめでとうございます。 
 小森君、岡武君、吉田（良）君、渡辺君、小野君 
 中村（翠）君、小山君、安澤君、山田君、清水君 
深海会員、青山会員入会おめでとうございます。 中村（弘）君 
今月お祝いの皆様おめでとうございます。 
 今井君、関根君、上村君、横井君 
連続２５年間１００％出席自祝。 松井君 
結婚記念日自祝。 西尾君、関根君 
家内誕生日自祝。布施君、城山君、中村（翠）、福留君 
誕生日自祝。 川勝君、杉﨑君、西尾君、布施君 
夫人誕生日自祝。 竹之内君 
佐々木会員、関根会員先日はお世話になりました。 木村（安）君 
無事成還、今日から例会出席いたします。 岩橋君 
平野さん、ゴルフ同好会一年間お疲れさまでした。 村岡君 
ゴルフ同好会、一年間にわたり多数のご参加賜り 
ありがとうございました。 平野君 
布施会員、優勝おめでとうございます。 中村（弘）君 
布施さん優勝祝、小坂さん経営指導感謝。 杉﨑君 
希望の風奨学金 計 10,000 円 累計 395,000 円 
ゴルフ同好会、楽しいひとときを有難うございます。 
平野会員 1年間お世話になりました。 中村（弘）君 
一助に。 渡辺君 

6/10 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「京都案内 最前線からの報告」 宣京師 小嶋一郎氏  
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「前立腺癌、最近の話題」 京都桂病院 副院長 京都さくら RC 会員 野々村光生氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH クラブ・デー 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「次年度第 1 回クラブ・アッセンブリー」 
 京都朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「退任挨拶」 クラブ奉仕 職業奉仕 社会奉仕 国際奉仕 青少年奉仕 各委員長 

6/11 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ メンバースピーチ  「我がロータリーライフ四半世紀」 津田純一氏、「ロータリーについて」 木下博史氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「戦国乱世から太平の世へ」 京都大学 名誉教授 藤井 讓治氏 

 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 「退任挨拶」 理事 役員 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「小中一貫教育の視点から見る教育の現状」 京都市立 東山泉小中学校 校長 村岡 徹氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「RYLA報告」 14-15 年度 RYLA受講生 関原真由子氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「音楽例会」  日本ハープ協会理事・マキ音楽院講師 摩寿意英子氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「いわき桜ロータリークラブ訪問報告」  いわき桜 RC 訪問参加会員 

6/12 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H -イニシエーションスピーチ-「婦奏夫髄-もう一つの仕事」  会員 草鹿晋一氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ～理事・役員退任挨拶～ 14-15 年度理事・役員 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H ～理事・役員退任挨拶～ 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「ロータリーの奉仕活動について」  RI第 2580地区パストガバナー 一般財団法人比国育英会バギオ基金 名誉会長 東京豊島東 RC会員 前川昭一様 

6/15 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ドキュメンタリー映画“日本一幸せな従業員をつくる！”制作を通じて学んだこと」  NPO 法人ハートオブミラクル代表 岩崎靖子氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「1 年の活動報告」  京都紫野ロータアクトクラブ 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ -第 24回創立記念例会-「京都洛中ロータリークラブ創立 35周年を迎えて」  国際ロータリー第 2650地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 株式会社京つけもの西利 代表取締役会長 平井義久氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「ドイツで学んだことと、帰国後の音楽活動、そこで感じたこと」  関西二期会準会員 吉田昌樹氏 

6/16 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 「子どもたちに伝えたいこと」 ヴィアトール学園 洛星中学 洛星高等学校 阿南孝也氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H ～理事・役員退任挨拶～  各担当理事・役員 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 


