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「盛夏に思うこと」 

 

   会員増強委員長 坂 田  均 

 

 戦後７０年の夏は例年になく暑い夏です。

先日の日経新聞「私の履歴書」欄に倉本聰さ

んが次のようなことを書いていました。自分

は元来右でも左でもないが、集団自衛権法案

や原子力発電再開について反対すると、左翼

系だとか、反体制派だとかのレッテルを貼ら

れる。海抜ゼロの地点から考えると当然のこ

とをいっているだけなのに。 

本当にその通りですね。自由で民主主義的な

日本の社会でも、レッテルを貼られると人は

萎縮し異論を唱えることが難しくなってし

まいます。戦後西欧化が進みましたが、日本

はそれでもなお集団の圧力が強い社会なの

でしょうか。一人一人が自分の考えでものを

言えるようになると風通しは良くなるので

すが。 

 

 

話は変わって、ロータリーですが、本年度私

は会員増強の担当理事を仰せつかりました。

現在会員数は７７名であります。この１年間

で実質５名減となりました。７０歳代の会員

が多いことを考えると、会員増強は緊急課題

だと思います。 

退会防止。これも重要な会員増強の課題です。

東山ロータリーは所属する価値のあるクラ

ブかが問われています。話してためになる人

が少なくなった。心をゆるせる友達が全然で

きない。昔のロータリーはこんなもんではな

かった。事業の内容が不十分だ。色々な不満

をお持ちの方がおられると思います。 

私が思う京都東山ロータリークラブの最

大の価値は、全会員が一人一人の会員のこと

をみているということです。簡単にレッテル

は貼られない。われわれは長い時間をかけて

じっくり見られているのです。色々な角度か

らみられている。私も足かけ１８年間このク

ラブに所属していますが、この間皆さんに見

守られてきました。      （裏面へ続く）

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 

 

-会員増強・新クラブ結成推進月間- 

本日の例会 クラブ・デー 

開会点鐘 〔１２：３０〕 
君が代斉唱 
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 
今月のお祝い 
就任挨拶 
 奉仕プロジェクト 理事 薮下 清三君 
 会員増強 理事 坂田  均君 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 
 

 

 
本日の会合   
クラブ・アッセンブリー ～公式訪問準備～ 
 於：東館２Ｆ「山城の間」 
第 1 回指名委員会   例会前 11：00～「白川」 
第 2回定例理事・役員会   
 クラブ・アッセンブリー終了後「白川」 
前回例会報告 
会員数 77（29）名 出席者 66（22）名 ビジター 2名 
 ( )は出席率除外会員 出席率  94.3％ ゲスト 0名 
第 2293出席率  100％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 ８月１１日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 
ライトランチ 
「追悼例会に因んで」        会員  戸田 義高 君 
  
 

次週の会合 

２０１５年８月４日 第２２９７回例会 WEEKLY BULLETIN ４８－５ 

 

 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 
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京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ -新会員スピーチ-「シェールガス開発の現状」                  小西雅之氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「戦後 70 年-わが少年期を語る」 ＲＩ第 2650 地区ガバナー補佐 森田惠三氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「琳派 400 年」  壁画絵師 木村英輝氏 

 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「会員増強について」  会員増強委員会 

 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「環境省の仕事・京都御苑管理事務所の仕事」  京都御苑管理事務所 所長 田村省二氏 
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京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「美術館が宝石箱から公共の広場に」 兵庫県立美術館長 蓑 豊氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「京都の陶芸と世界の陶芸」  京焼・清水焼伝統工芸士 伊藤南山氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「戦争と食文化」  株式会社不二家商事会長 馬場利一氏 

 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「RYLAに参加して」  RYLA受講生 江本佑介氏、大城愛理氏 

 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「中国とのつき合い方」  同志社大学大学院 嘱託講師 元衆議院議員 北神圭朗氏 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ -新入会員ｽﾋﾟｰﾁ- 「保険人（ほけんびと）」岩永文明氏、「心耳心眼でお客様の真意を知る」柴田和昌氏 

 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「未定」 ㈱福寿園京都本店事業部 常務取締役 本部長 吉永清志氏 

 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ -会員スピーチ- 「ＩＹＦＲの近況報告」 梶野興三氏 
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京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H -会員増強・拡大月間スピーチ-「現在の 2650 地区の現状」と「今後の会員増強」R.I.第 2650 地区会員増強・拡大委員 京都さくらＲＣ 石松陽一氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「サイバーテロ対策について」  京都府警察本部の方 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「盲導犬と共に、行きたい場所に安心して行ける社会に・・・」  関西盲導犬協会 理事 中谷耕二氏、啓発活動担当 中谷久美子氏 

 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 例会時間変更  ＊ビジター受付はございません 
8/10 

 

京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 休会  ＊ビジター受付は平常通り 
（月） 京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 休会 ＊ビジター受付はございません 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「ジャズトリオによるスタンダード演奏」  北脇久士氏、武藤ケンイチ氏、平川雅子氏 

 

 

京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「挨拶 自己紹介・今年度抱負」  各新役員 
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京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「認知症は治せるのか～誰もが知りたい本当のこと～」  京都府立医科大学 神経内科 名誉教授、ＮＰＯ京都の医療・福祉プロジェクト理事長 中島健二氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 休会  ＊ビジター受付は平常通り 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 休会 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

こんなところにうちのクラブの存在価値が

あると思います。家族といるような気楽さや

風通しの良さとともに無言の教育を感じて

きました。 

このようなメッセージをクラブ外の人々に

も伝えていきたいものです。皆様是非今年度

の会員増強にご協力下さい。 
 

今月のお祝い 

❁１００％出席会員表彰 

連続１３年間：清水君 

連続９年間：中塚君、福留君 

連続８年間：川勝君、山本君、安澤君 

連続７年間：坂田君 

連続１年間：山田君 

❁誕生日 

今村君 ３日 安澤君   ３日 安倍君 ９日 

福留君１３日 大木(博)君１５日 磯田君２２日 

末松君２６日 木村(茂)君２７日 鈴木君２７日 

本田君２８日 村田君３０日 

❁夫人誕生日 

谷口君夫人 智子さん 2日 

中川君夫人 千佳さん １１日 

岸君夫人 英華さん １２日 

木村(茂)君夫人 みどりさん ２３日 

今井君夫人 桂子さん ３１日 

寄本君夫人 弘美さん   １０日 
 

幹 事 報 告  
■本日はガバナー公式訪問準備のアッセンブリー 

18日（火）のガバナー公式訪問に備え、準備の為のア

ッセンブリー（リハーサル）を例会終了後に開催致しま

す。引き続き２Ｆ「山城の間」へ移動いただき、ご参加く

ださい。 

■公式訪問報告書配布 

「中澤忠嗣ガバナー公式訪問に際しての報告書」と当

日のスケジュール表をお配りしています。 

■2015-16年度 第1回京都市内24ＲＣ連絡協

議会 会長・幹事会 

8/7（金）18：00～「ホテルグランヴィア京都」に於いて開

催され、岩橋会長、岡武幹事が出席されます。ごくろう

さまです。 

■クラブ広報委員長会議 

8/8（土）13：30～「京都ホテルオークラ」に於いて開催

され、岸広報委員長が出席されます。ごくろうさまです。 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【7/28（火）ＲＡＣ例会】 

川勝 RA委員長、中西 RA副委員長、福川同委員、小

森、上村、山本、橋本、中川会員が出席されました。ご

くろうさまでした。 
 

同 好 会 情 報  

・ロータリーほろにが会 8/11（火）18：00～「ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲ京都」 

＊今回はわが京都東山ＲＣがホストクラブです。 

皆様の奮ってのご参加をお願いいたします。 
・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 8/18（火）21：00～23：00「スタジオ 246」 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜7/28＞ 
 

ロータリー財団 計 10,000円 累計 221,800円 
一助に。 井上（武）君 

ニ コ ニ コ 箱 計 99,000円 累計 453,000円 

本日は、お世話になります。岩橋会長、宜しくお願い

致します。京都洛東ロータリークラブ 大野木伸幸様 

今月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

 柴田君、今井君、鈴木君、吉田（良）君、岩橋君 

 君 

 岡武君、山田君、深海君 



 

岩橋会長、健康に気をつけて頑張って下さい。 

 竹本君、磯田君 

5年 100％出席自祝  中島君 

塩路さん、出席うれしいです。 杉﨑君 

連続 23年 100％出席自祝。 渡辺君 

誕生日自祝。 大藤君、小森君、松下君 

 佐々木君、福川君 

夫人誕生日自祝。 中村（弘）君、吉田（武）君 

結婚記念日自祝。 松下君、橋本君 

松井さん、先日はお世話になりました。 

 坂田君、村岡君、松下君、郡君、福留君 

 布施君、橋本君、福川君、井上（正）君 

岡武さん、色々お世話になります。 中塚君 

川勝君に結構なものを頂戴して。 小野君 

川勝君お世話になりました。 渡辺君 

川勝さん、いつも大変お世話になり、ありがとうござい 

ます。 岸君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/14（火） -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 

 
 

～７月のスナップ～ 

 

7/21（火） クラブ・フォーラム 

担当 会員増強委員長 坂田 均君 

 

出席１００％、表彰 
おめでとうございます。 

 

7/28（火） クラブ・デー 
 

お誕生日お祝い 
おめでとうございます。 

 

「就任挨拶」 
クラブ管理運営 理事 木村 安輝君 

広報 理事 岸  弘祐君 


