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「中澤ガバナーをお迎えして」 

 
創立50周年記念事業実行委員長 中村 翠嵐 

 

残暑厳しい折のご訪問まことに御苦労様

でございます。京都東山ロータリークラブ会

員一同心を込めて歓迎申し上げます。 

主役はあくまでも各地のロータリークラブ

とロータリアンであり、その主役である各地

域のロータリークラブが、地域で充実した奉

仕活動を行うためには、クラブそのものが充

実していなければならないとのガバナーの

お考えに心より賛同致します。 

クラブの自主性を尊重し充実したクラブは

個性豊かなクラブであり、それを目指して魅

力あるクラブ楽しいクラブ憧れのロータリ

ークラブをあなたの手で創って下さいとの

思いと理念に感銘を受けました。 

もともと RI の管理の基本は、加盟ロータ

リークラブの大幅な自治であり、各地域にお 

 

 

 

いて最大限の柔軟性が認められている筈で

あるのに近年の RI の指導には、ちょっと首

を傾けたくなる面を感じるのは私だけかも

しれませんが！！ 

他方日本のクラブの例会の在り方も楽しく

あるべしといいながら、時間に追われ固苦し

く形式的画一的に終始している現状に疑問

を持っておりましたところ、楽しく賑やかで

地域からも奉仕活動と共に憧れをもたれる

ロータリークラブ、個性に満ちたクラブを創

りましょうとの指導理念に対して、原点を尊

重されるガバナーのお考えにいい知れない

共感を覚えました。 

これから文字通りの胸突き八丁を登るよう

なハードな日々が続くと思いますが、くれぐ

れもご健康にご留意されましてお元気でご

指導下さいますようにお祈り申し上げまし

て、歓迎のご挨拶と致します。 

 

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 ガバナー公式訪問 

開会点鐘 〔１２：３０〕 

君が代斉唱 

ロータリーソング♪奉仕の理想 

会長挨拶 

来客紹介 

幹事報告  

「ガバナー公式訪問所感」 

RI第 2650地区ガバナー 中澤 忠嗣氏 

 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 
  

－クラブ協議会－ 例会終了後 東館２Ｆ「山城の間」 

 
 

 

 
本日の会合 
前年度臨時理事・役員会  18：00～「八千代」 
 
前回例会報告 
会員数 77（29）名 出席者 53（21）名 ビジター 0名 
 ( )は出席率除外会員 出席率  76.8％ ゲスト 3名 
第 2295出席率 96.88％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会 ８月２３日（日） 
－納涼家族例会－ 
 於：ウェスティン都ホテル京都 東館２Ｆ「山城の間」 
 例 会 １７：３０～ 
 家族会 １８：００～ 
*８月２５日（火）は、例会はございません。 
ご注意ください。 

 
 

２０１５年８月１８日 第２２９９回例会 WEEKLY BULLETIN ４８－７ 

 

 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 「いよいよ完成！近くて楽しい京都市動物園」       京都市動物園長 ゾウの繁殖プロジェクト総括監督者 高山光史氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 例会時間・場所変更、京都洛西 RC との合同例会  ＊ビジター受付は平常通り 

 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 「会員増強・維持について」  R.I.第 2650 地区会員増強・拡大委員 京都西ロータリークラブ会員 池田祥司氏 

 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H クラブ・デー 
8/20 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「障害のある人の“はたらく”を考える～れもん会社の実践を通して～」  社会福祉法人湘南学園 常務理事・法人事務局長 杉立隆一氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H ～創立記念例会～「新しい京都北 RC創設に向けて」  会員増強委員長 毛利隆文氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ クラブ・デー/クラブ・フォーラム（海外友好クラブ） 

 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「青少年交換派遣学生を経験して」  青少年交換帰国学生 青木瑳千さん、出野真菜さん、大山勝康君 

 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 第 2回クラブ検討会「インターアクト夏季研修報告」 京都府立洛西高等学校 IAC 徳永裕太さん、戒 陽生さん、片山涼音さん、顧問 山口かほり先生 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ -会員増強部門フォーラム-  担当委員会：会員増強委員会 

 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「第 1 回クラブ・フォーラム –会員増強-」 

 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「会員増強について」 会員増強・退会防止委員長 伊東一壽氏 
8/21 

 

京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「東日本大震災の伝承-あの時、そしてこれから-」  気仙沼市立病院 脳神経外科科長 気仙沼南 R.C.会員 成田徳雄氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「京都の史跡等について」  大津歴史博物館館長 樋爪 修氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 例会日時場所変更 

 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「第 1 回フォーラム 25 周年にむけて」 
8/24 

 

京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「人手不足の現状と課題」  ㈱京都総合経済研究所 チーフエコノミスト 森 秀人氏 
（月） 京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「新会員スピーチ」 会員 安達晴彦氏、杦本佳史氏、田中幹人氏 

 

5 

京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「夏の親睦例会」開催の為、例会変更  ＊ビジター受付は平常通り 

 

 

京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「2014-2015 年度 RYLAに参加して」  2014-2015 年度 RYLA受講生 山本 悟氏 
8/25 

 

 

 

京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 会員増強フォーラム 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 例会時間場所臨時変更  ＊ビジター受付は平常通り 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「私と日本語教育事業」  会員 吉永英代氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

幹 事 報 告  
■本日はガバナー公式訪問   

Ｒ.Ｉ.第 2650地区ガバナー中澤忠嗣ガバナー、田中誠二

ガバナー補佐、小林哲夫副幹事長、西脇眞次総務担当

幹事各氏をお迎えして開催致します。会員全員でお迎え

し、ご指導いただきたいと思います。 
 

■金沢南ＲＣ表敬訪問 

8/25(火)、新年度に当たり姉妹クラブの金沢南ＲＣを表

敬訪問致します。メンバーは、岩橋会長、渡辺会長ｴﾚ

ｸﾄ、岡武幹事、清水ロータリー財団委員長、平野姉妹ク

ラブ委員長です。 

 
■第 1回社会奉仕委員長会議 

8/23（日）13：30～「リーガロイヤルホテル京都」に於い

て開催され、郡社会奉仕委員長が出席されます。 

ごくろうさまです。 

 
■『納涼家族会』 

次週、23（日）は例会時間を午後５時３０分からに臨時

変更し、例会に引き続き『納涼家族会』を開催致します。

多数の会員、ご家族の皆様のご参加をよろしくお願い

いたします。 

 

＊西館３階 C 駐車場工事のお知らせ 

期間：８月１８日（火）～１１月上旬 

場所：西館３階 C駐車場（コスモスホール横） 

内容：配管漏水補修工事 

代替の駐車スペースとしまして、西館１階 B 駐車場、東

館地下 A駐車場をご利用ください。 
 

Ｉ Ａ Ｃ 報 告  
【8/23（日）】  
インターアクト夏期研修報告会 

13:00～「ザ・パレスサイドホテル」に於いて開催され、 

IA委員長、木村（安）IA副委員長が出席され

ます。ごくろうさまです。 

同 好 会 情 報  

・ロータリーほろにが会 8/11の当クラブホストの「ほろ

にが会」に多数の会員の皆様にご参加、ご支援を頂き、

ありがとうございました。 
・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」 

・野球同好会 8/29（土）16：00～18：00 

練習試合 VS洛中 RC 殿田グランド 

 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜8/11＞ 
 

ロータリー財団 計 15,000円 累計 216,800円 

一助に。 谷川君、戸田君 

 

ニ コ ニ コ 箱 計 63,000円 累計 598,000円 

物故会員を偲んで合掌。 

 鈴木君、松井君、竹本君、西村君 

岩橋君、吉田（良）君、吉田（武）君 

戸田会員、本日スピーチごくろうさまです。 

 今井君、小山君、関根君、川中君、松下君 

平野会員、京滋オープンアマチュアＴＯＰ7おめでとう 

ございます。 

 柴田君、竹本君、谷川君、中村（弘）君 

稲本君、村岡君、布施君 

誕生日自祝。 今村君、本田君、村田君、安澤君 

インターアクター2 名がカンボジア夏期研修の報告に

来ております。 木村（安）君 

     

 


