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「東山ロータリー副会長をお受けして」 
 

     副会長 戸田 義高 

 

私は、平成元年に入会致しましたのでもう

すぐ丸２７年に成ろうとしています。その間

に理事、役員、委員長など幾つかの役に付か

せて頂きました。自分でもその時時に与えら

れた役は多少の失敗はあったとしても真面

目に仕事はさせて頂いたと思っています。が、

会全体に目配りをしたり、会の運営に就いて

の在り方、等々には勿論携わる事も無くどち

らかと言えば無難に何とはなしに過ごして

参りました。そしてその間、同期前後の会員

諸氏が退会されたり、亡くなられたりで身辺

が大変寂しくなりました。 

此の度岩橋会員（当時）より副会長をとの

打診が有った時、私自身の私的事情思いも有

り、何かとご迷惑を懸ける事が多々あるとの

思いも有り逡巡いたしましたが、岩橋会員と 

 

の浅からぬ因縁もありお受けする事を決心

致しました。私自身は副会長の職責は会長の

指示に従うことが第一の基本であり、それ以

外はあまり考える事は無いとの認識でした、

が、岩橋会員は直ぐに体調の不具合をうった

えられました。ソウコウしているうちに、要

の幹事氏が退会との事で岩橋会員も入院と

の事で全く年度が始まる前からの波乱含み

でした。しかし幸いにも若くて優秀な岡武会

員が新しい幹事として就任して頂き、また岩

橋会員も幸いに順調に回復され新年度が始

まる寸前に体制が整いました。副会長と致し

ましては、まさに安堵の胸をなで下ろす、事

となりました。 

今後は、理事役員各氏の御理解と御協力を

得つつ会員各氏と共に、よりよい、豊かなロ

ータリー活動が出来ます事に副会長として

力を注ぎたいと思います。 
 

 

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－「祇園祭のみどころと後祭の復活」 

公益財団法人 祇園祭山鋒連合会 

理事長 吉田 孝次郎 様 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

京都東山ＲＡＣ－新年度例会－ １９：３０～「八千代」 

 

前回例会報告 
会員数 77（29）名 出席者 59（21）名 ビジター 3名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 85.51％ ゲスト 8名 
第 2290回出席率 92.54％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会 ７月２１日（火） 於：東館２Ｆ「山城の間」 

ライトランチ 

－会員増強クラブ・フォーラム－ 

 会員増強委員長 坂田 均君 

次週の会合 
指名委員選挙      例会前「吉水の間」 

情報集会リーダー会議     例会後「吉水の間」 

２０１５年７月１４日 第２２９４回例会 WEEKLY BULLETIN ４８－２ 

 

 2650 地区ガバナースローガン 

『クラブに「個性」と「憧れ」を！』 

 

MEETING ON TUESDAY 12:30 
THE WESTIN MIYAKO KYOTO 

 

Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan 
Kanazawaminami 

 

２０１５－１６年度 

国際ロータリー会長 

K . R .ラビンドラン  

 

第 2650 地区ガバナー 

中澤忠嗣 

会長(理事) ··········· 岩橋 忠昭 
会長エレクト(理事) ··· 渡辺 剛士 
直前会長(理事) ······ 小野 富造 
副会長(理事) ········ 戸田 義高 
幹事(理事) ··········· 岡武 和暁 
クラブ管理(理事)····· 木村 安輝 

(理事) ···· 薮下 清三 
広報(理事) ··········· 岸  弘祐 
会員増強(理事) ······ 坂田  均 
 

副会計 ·········· 松下 明史 
･･松井 信五 

 ················· 中村 翠嵐 

ﾛｰﾀﾘｰ財団(役員) ···· 清水 泰博 
ﾛｰﾀﾘｰ情報(役員) ···· 稲本 初弥 

(役員) ··· 山本 眞也 
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ····· 中島 陽子 
職業奉仕(役員) ······ 吉田 武雄 
社会奉仕(役員) ······ 郡  正樹 
国際奉仕(役員) ······ 安澤 英治 
青少年奉仕(役員) ··· 竹之内米貴 
会計(役員) ··········  淳二 
 

副幹事 ·········· 中村 翠嵐 
副幹事 ·········· 佐々木虚室 
副幹事 ·········· 村岡 正浩 
副幹事 ·········· 布施 栄一 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 小山 信一 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 関根 淳子 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 中村  
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 福川 敦子 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 谷口 浩三 



 

 

第 1 回定例理事･役員会議事録〈7/7(火)開催〉 

議  案 

1．前回議事録に関する件 承認 

2．ガバナー公式訪問に関する件 継続審議 

3．納涼家族会に関する件 承認 

4．「指名委員選挙管理委員会」選任に関する件 承認 

  選挙管理委員 今村委員長、福留委員、竹ノ内委

員、中村 委員、松下委員、以上 5名選任 

5．今年度事業について 継続審議 

6．I.M.参加登録の件 承認 

7．8月プログラムに関する件 承認 

8．事務局 8月お盆休みに関する件 

  8月 13日(木)14日(金) 事務局休局 承認 

9．アクト海外研修に関する件 継続審議 

10．その他の事項に関する件  

インターアクト海外研修 2名参加 承認 

   8月 2日～7日 カンボジア 

11．次回第 2 回理事・役員会日時決定に関する件 承認 

   平成 27年 8月 4日(火) クラブアッセンブリー終了後 

 

幹 事 報 告  
■選挙管理委員決定 

7/21（火）指名委員選挙の選挙管理委員会メンバーが

決まりました。

下各委員です。よろしくお願い致します。 
■次週は指名委員選挙 

次週 21日（火）の例会前に、次々年度会長と次年度理

事・役員を指名する指名委員選挙を行います。いつも

より少しお早めにお越しください。 
■納涼家族会ご案内 

本日、8/23（日）に開催する「納涼家族例会」のご案内

をお配りしています。多数の皆様のご参加をお待ちし

ております。お申し込みは親睦活動委員会または事務

局まで。 

■国際ロータリー第 2650 地区 2015-16 年度 

青少年ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同会議 

7/12（日）13：00～「京都ホテルオークラ」に於いて開催

され、

委員長、中西ﾛｰﾀｱｸﾄ副委員長が出席されました。ごく

ろうさまでした。 
■インターシティミーティング開催のお知らせ 

基調講演 パネルディスカッションアドバイザーが、 

堀場雅夫氏から、富田謙三パストガバナーへ変更とな

りました。登録料を添えて、親睦活動・出席委員会へ

7/21（火）までにお申し込み下さい。多数のご登録をお

願い致します。 

  日 時 8月 22日（土） 開会 13：30～ 

  場 所 京都ホテルオークラ 

  登録料 3,000円   

Ｉ Ａ Ｃ 報 告  
【7/16（木）】祇園祭宵山において、例年通り清掃ボラン
ティアを 17名のメンバーで行います。 

同 好 会 情 報  
・ロータリーほろにが会 7/14（火）18：00～「ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲ京都」 

・野球同好会 練習試合 7/28（火）14 時～18 時「勧修寺

公園グラウンド」 

・ゴルフ同好会 9/6（日）名神八日市カントリークラブ 

「第 70 回京都市内 24ＲＣ懇親チャリティゴルフ大会」 

10/10（土） 琵琶湖カントリークラブ 

・軽音楽同好会 7/28（火）20：00～22：00 スタジオ 123

「Ｌｽﾀｼﾞｵ」 

 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜7/7＞ 
ロータリー財団 計 110,000 円 累計 110,000 円 
岩橋会長、一年間頑張って下さい。 今村君 
岩橋会長、岡武幹事、一年間宜しくお願いします。 
 川中君 
岩橋さん、健康に気を付けて!!  中村（翠）君 
岩橋さん、一年間がんばって下さい。 渡辺君 
一助に。 安倍君 
新年度を祝って。 小森君、川勝君 

７/15 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「今年度の活動方針」 各担当委員長 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「りそな改革の歩み」 りそな銀行 京都・滋賀営業本部部長 植村知之氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「創立 27 周年記念例会」 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「第 2 回クラブ・アッセンブリー」 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「就任挨拶」  各担当委員長 

７/16 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「古都京都の文化財防火」  京都市消防局長 消防司監 杉本栄一氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「同い年の天才絵師 若冲と蕪村」 MIHO MUSEUM 学芸員 岡田秀之氏 

 
 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「日本の文化は竹から」  三木竹材店副代表 三木崇司氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「京都洛東 R.C.西村新会長へのエール」 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ R.C. 久保義信氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H クラブ・デー 第 1 回クラブ討論会 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「代表取締役主夫でした」 NPO 法人京都いえのこと勉強会 理事長 木本 努氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 会員スピーチ「マイナンバー制度導入迫る！」-あなたの会社の準備は大丈夫？-  会員 村田純江氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「本年度活動方針」 各担当委員長 

７/17 

 

京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「周年事業を成長、発展の電源に」  会員 山科隆雄氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「会員懇親会」例会臨時変更 ＊ビジター受付は平常通り 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「戦後 70 年！わが少年期を語る」 国際ロータリー第 2650 地区ガナバー補佐 森田惠三氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「就任挨拶Ⅱ」  各理事、各委員長 

７/20 

 

京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 祝日休会 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 祝日休会 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 祝日休会 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 祝日休会 

７/21 

 

京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 社会奉仕フォーラム（嵐山こども相撲大会） 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「ガバナー公式訪問所感」  R.I.第 2650 地区ガバナー中澤忠嗣氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「理事就任挨拶」 各担当理事 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

新年度を祝して、新年度理事・役員の皆様、一年間宜
しくお願い致します。 吉田（武）君 
岩橋会長の船出を祝して。 布施君 
皆様の御協力をよろしくお願い致します。 岩橋君 
初例会に。 戸田君 
１年間よろしくお願い致します。 岡武君 
今年度委員長を努めます。よろしくお願いいたします。
 清水君 

米山記念奨学会 計 90,000 円 累計 90,000 円 

新年度を迎えて。 稲本君 

岩橋さん、健康に気を付けて。 中村（翠）君 

輝かしい一年であらんことをご祈念致します。 小野君 

岩橋さん、余り無理せず、ガンバッて下さい。 

 井上（武）君 

一助に。 安倍君、小森君、川勝君 

岩橋会長の船出を祝して。 布施君 

本年度の御協力を宜しくお願い致します。 中川君 

皆様の御協力をよろしくお願い致します。 岩橋君 

１年間よろしくお願い致します。 岡武君 

 

ニ コ ニ コ 箱 計 168,000 円 累計 168,000 円 

御祝。 京都東ロータリークラブ 

 会長 小池 薫様、 副幹事 山本精一様 

御祝。             京都洛北ロータリークラブ 

会長 宇野 進様、 幹事 奥 敏郎様 

御祝。 京都洛東ロータリークラブ 

 会長 西村栄蔵様、 幹事 田中真壹様 

本年度も宜しくお願いします。 

 洛東 RC 西村栄蔵様、田中真一様 

にこにこへ  洛東 RC 山田兼一郎様 

一助に。 安倍君 

新年度を祝して、新年度理事・役員の皆様一年間よろ

しくお願い致します。 

 吉田（良）君、竹本君、柴田君、山中君、西村君 

 杉﨑君、井上（勝）君、稲本君、磯田君、中村（弘）君 

 今井君、末松君、安倍君、木村（安）君、今村君 

小山君、中塚君、  

岩橋会長、楽しく頑張って下さい。期待しています。 

 小林君、渡辺君、本田君 

寄本 猛君、本日ご入会おめでとうございます。 

  

 山本君、松下君、清水君、山田君 

新会員を宜しくお願いします。 川中君 

皆様の御協力をよろしくお願い致します。 

 岩橋君、岡武君 

今年度もニコニコ箱に御協力よろしくお願いします。 

 松下君 

希望の風奨学金 計 30,000 円 累計 30,000 円 

一助に。 安倍君 

皆様の御協力をよろしくお願い致します。 岩橋君 

皆様、１年間よろしくお願い致します。 岡武君 

会長、幹事、一年間よろしくお願いします。 布施君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～７月のスナップ～ 

7/7（火） 新年度初例会 
 

 

前年度のみなさま 

おつかれさまでした。 祝舞「山行同志に示す」 
舞士 安倍壯風様 
吟士 安倍呈風様 

 
幹事 岡武和暁君 

 
 

「就任挨拶」 

会長  岩橋忠昭君 

副会長 戸田義高君 

幹事 岡武和暁君 
 

 

 

ご入会おめでとう
ございます。 

 


