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「本年度奉仕事業の取組」 

 

奉仕プロジェクト委員長 

薮下 清三 

 

先日の就任挨拶でお話しましたが、来年の４

月１０日（日）に、山科にある百々小学校で、子

供達と一緒になって、私達が昔遊んでいた色々

な取り組みをしてみたいと思っています。 

百々小学校には、約50～100 年前の建物を

再現した「ふるさとの家」という建物があります。

そしてビオトープの庭、約300坪の芝生広場が

有ります。いずれも、子供達に昔の生活を体験

してもらう為に、10 年前に造られたものです。 

ふるさとの家の中には、五右衛門風呂や釜戸 

 

 

 

が有り、竹で編みワラの入った土壁で出来てい

ます。その横にはバーベキュー等の出来る釜が

有ります。今回はプールで魚を掴み、その場で

焼いてふるさとの家で食べてもらう予定で

す。ご飯や豚汁もロータリーの皆さんに釜戸

で炊いて頂く予定です。 

そして、芝生広場では子供達にコマ廻し、

ヨーヨー、輪投げ、けん玉等、昔の遊びやバ

ルーンアート、お菓子釣り、綿菓子等、出店、

体育館では山科カルタ等の遊びをしてもら

います。子供達とロータリアンの皆様の触れ 

合いを楽しみにしています。 

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 

 

-基本的教育と識字率向上月間- 

本日の例会 クラブ・デー   

開会点鐘 〔１２：３０〕 

ロータリーソング♪  奉仕の理想 

会長挨拶 

来客紹介 

奨学金授与 

幹事報告 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 
クラブ・アッセンブリー「前年度決算報告」 
臨時総会 
 

本日の会合 
第３回定例理事・役員会  例会終了後「平安の間」 
 
 

  
前回例会報告 
会員数 77（29）名 出席者 44（15）名 ビジター 0名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 69.8％ ゲスト 0名 
第 2297出席率  98.53％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
 

次週の例会 ９月８日（火）  東館４Ｆ「葵殿」 

ライトランチ 
-ロータリー情報・クラブフォーラムー 
 ロータリー情報委員長 稲本 初弥君 
 
次週の会合 
9/8（火）RAC 院内学級  13：00～ 
 「京都府立医科大学附属病院」 

２０１５年９月１日 第２３０１回例会 WEEKLY BULLETIN ４８－９ 

 

 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 

 



 

 

今月のお祝  

❁１００％出席会員表彰 

連続 ６年間：吉田(武)君 

❁誕生日 

中村（弘）君 ６日  稲本君 １１日 

小山君 １８日    井上（正）君 ２７日 

❁夫人誕生日 

木村（安）君夫人 みや子さん  ７日 

中西君夫人 里佳さん １０日 

奥田君夫人 トキさん ２６日 

❁結婚記念日 

岸君 １４日 末松君２４日 
 

臨時理事･役員会議事録〈8/23(日)開催〉 

1.指名委員会より次々年度会長に関する件 

 指名委員会より次々年度会長に関して報告があり 

 理事・役員会として承認致しました。 

2.臨時総会開催に関する件 

 上記 1号議案をクラブとして決議するため、 

 2015 年 9 月 1 日(火) クラブ・アッセンブリー 

 「前年度決算報告」終了後に開催する。 
 

幹 事 報 告  
■納涼家族会お礼   
「納涼家族会」には 106名の皆様にご参加頂きました。
大勢の皆様にご参会頂きましたこと、感謝申し上げま
す。また、山本委員長を始めとする親睦委員会メンバ
ーのご活躍で、大変賑やかに開催できました。改めて
ましてお礼申し上げます。 
 

■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

敬訪問致しました。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。ごくろうさまでした。 

■ 2015-16 年度第 1 回京都市内 24R.C.連絡協議会 
合同幹事会 
9/4(金)18：30～「ウェスティン都ホテル京都」に於いて開

催され岡武幹事、中村（翠）、村岡、佐々木、布施各副幹

事が出席されます。ごくろうさまです。 
 

■「地域別 職業奉仕担当者会議」 

9/6（日）13：30～「新京都センタービル」に於いて開催さ

れ、吉田（武）職業奉仕委員長が出席されます。ごくろうさ

まです。 
 

■パストガバナー堀場雅夫様の「お別れの会」日程
のご案内 
去る 7月 14日にご逝去されました第 2650 地区パストガ

バナー堀場雅夫様の「お別れの会」の詳細日程が決まり

ましたので、ご案内申し上げます。 

1. 日 時：９月９日（水）午前１１時より 

2. 会 場：国立京都国際会館 イベントホール  

京都市左京区宝ヶ池 電話：（０７５）７０５－１２２９ 

3. 連絡先：堀場製作所 総務部 電話：（０７５）316－9048 

4. 備 考：ご香典ご供花ご供物につきましては固く辞退されております。 
 

同 好 会 情 報  

・ゴルフ同好会 9/6（日）名神八日市カントリークラブ 

10/10（土）「第 70 回京都市内 24ＲＣ懇親チャリティゴルフ

大会」 琵琶湖カントリークラブ 

・ロータリーほろにが会 第 700回記念例会 

9/8（火）18：00～20：00「ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ」 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜8/23＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計４０,００0円 累計７３２,０00円 

本日の「納涼例会」新睦活動委員会の皆様、ありがとう

ございます。 

 今井君、柴田君、深海君、岡武君、井上（武）君 

 吉田（武）君、木村（安）、中村(弘)君、名筋君 

 岩橋君、小山君、鈴木君、安澤君、関根君 

 松下君、中西君、坂田君、川勝君、中村（翠）君 

 I.M.第３組にご出席の皆様ごくろうさまでした。渡辺君 
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京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ ―新会員スピーチ―「福島での震災対応について」       小林達生氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「未定」 京都市教育長 在田正秀氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「ガバナー合同公式訪問所感」  R．I．第 2650 地区ガバナー中澤忠嗣氏  

 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「青少年奉仕について」  奉仕プロジェクト委員会 

 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「中国とのつき合い方」 同志社大学大学院 嘱託講師（総合政策科学研究科） 元衆議院議員 北神圭朗氏 
9/3 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「やってみなはれ」  ㈱なおかつ代表取締役 同志社高校ﾗｸﾞﾋﾞｰ部ﾍｯﾄﾞｺｰﾁ 中村直人氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H ―故 古玉 宏会員 追悼例会―  会員 梶川陽士氏、黒田正玄氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「ひと・まち・くらしを支える京の上下水道～安らぎと潤いを明日につなぎます～」  京都市公営企業管理者上下水道局長 水田雅博氏 

 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「日本のﾍﾞﾝﾁｬｰ企業の現状と将来への期待」  ﾌｭｰﾁｬｰﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ 代表取締役社長 今庄啓二氏 

 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「未定」  NPO 法人子育ては親育て・みのりのもり劇場 理事長 伊豆田千加氏 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ ―会員スピーチ―「ロータリーの中核的価値観」  会員 太田和夫氏 

 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「感動の思い出～松下幸之助とともに 23 年～」  参議院議員 江口克彦氏 

 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「ガバナー合同公式訪問所感」  R．I．第 2650 地区ガバナー中澤忠嗣氏 
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京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「共に生きる～ｴｼﾞﾌﾟﾄ ﾐﾆｱ火傷施設、教育施設支援のためのﾋﾞｼﾞﾈｽを続けて～」 Ｎｅｆｅｒ Ｇａｌｌｅｒｙ 金田理惠氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「災害への備え（仮題）」 京都府企画理事兼危機管理監 小林裕明氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「京都案内 知っているようで知らない意外な盲点」 合同会社京都感動案内社 代表役員 京都観光おもてなし大使 小嶋一郎氏 

 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「もうすぐ始まるマイナンバー制度」  社労士 高山明司氏 
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京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「東南アジアから見た日本の中小企業金融」  ベトナム・ハノイ国家大学経済製作研究所 客員研究員 吉原清嗣氏 
（月） 京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「茶の花について」  会長 千 宗守氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「美術とは？」 京都精華大学 芸術学部 准教授 宮永甲太郎氏 

 

 

京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「オンナボコ 二十歳の可能性」  平成女鉾清音会 会長 日詰千栄氏 
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京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「未定」 西別當選氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「昔と今」  ㈱今徳 取締役会長 京都南ＲＣ会員 今枝徳蔵氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「経営に活かす伝統の力」  元衆議院議員、特定非営利活動法人 “萌木“理事長 池坊保子氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

 

 

 

 

 

 

～８月のスナップ～ 

100％出席、お誕生日、おめでとうございます。 
 8/11（火） 追悼例会 

8/4（火） クラブ・デー 

8/18（火） 

－ガバナー公式訪問－ 

RI第 2650地区ガバナー  

中澤 忠嗣氏 

-クラブ協議会- 

－スピーチ－ 

「物故会員を偲んで」  副会長 戸田義高君 

「IAC 夏期研修・ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ」報告    

 東山中学・高等学校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ 

 会員 永井健史君、前川綜一郎君 

 

8/23(日) 

納涼家族会 
於：ウェスティン 

都ホテル京都 

「山城の間」 

 


