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「情報集会第 1組報告」 

 
2015年 9月 29日（火）午後 6時～於：「木や」 

出席者：◎中塚、岩橋、小野 

小坂、坂田、関根 （敬称略） 

 
 

ご存じでしたか？「情報集会」の語源。 

岩橋会長に教えていただきました。 

会員同志が各家庭に集まって、情報の交換を

したのがはじまりで、日本特有の名称『炉辺

会合』『家庭集会』を経て、現在の「情報集

会」になりました。 
 
 

中塚リーダーのもと、下記を議題に活発な
意見交換が行われました。 

1. 「京都東山ロータリークラブ 50周年
を向えるにあたって」 

2. 「楽しい例会とは」 
 

主な内容は右記の通りです。 
 

 
 
1.（ｲ） 当クラブでは 70 才以上の会員が 31

名の現状、60 年 70 年を乗り越えて
いくための布石として、大きな転換
点である。 
従って会員相互の交流の大切さ、会
員増強等、時間を忘れて活発に意見
を交換しました。 

（ﾛ） RI の方針が今後、大幅に変更され
ても、クラブ独自性を大切に、何が
でき、どのようにするかを考えてい
く。 

 
2.（ｲ） 先輩方の話を聞く機会がもっとあっ

てもよいのでは。 
（ﾛ） 本年度、SAA が各テーブルでの私語

を慎んで頂くように、心くばりして
いるのはよい。 

 
秋の夜長、お料理も美味しく、お酒も進
む中、本田会員に大変お世話になりまし
た。 

（ 記 関根淳子）

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 

 

-米山月間・経済と地域社会の発展月間- 

本日の例会 米山ランチ 

開会点鐘 〔１２：３０〕 
ロータリーソング♪琵琶湖周航の歌 
会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 
－クラブ・フォーラム- 

クラブ戦略策定 

      担当 クラブ戦略策定委員長  

 松井 信五 君 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 
情報集会第 3組  19：00～「キャメロン」 

 

 
前回例会報告 
会員数 77（29）名 出席者  57（18）名 ビジター 4名 

 ( )は出席率除外会員 出席率 86.36％ ゲスト 1名 

第 2303出席率 98.44％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会 １０月２７日（火）  東館４Ｆ「葵殿」 

― スピーチ ― 

「永く栄えて続く家運と社運」 

    公益財団法人 モラロジー研究所 山本 幾雄 様 

  
次週の会合 
情報集会第 4組  18：00～「キャメロン」 
京都東山ＲＡＣ 「ＲＡＣとは」 19：30～「八千代」 

２０１５年１０月２０日 第２３０７回例会 WEEKLY BULLETIN ４８－１５ 

 

 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 

 



 

 

幹 事 報 告  

■米山ランチ   

本日は米山ランチを実施致します。会員諸兄姉、ビジ

ター各位のご協力をお願い致します。 
 

■お知らせ 

＊来週は金沢南ロータリークラブ、東京江東ロータ

リークラブより来訪 

10/27（火）来週の例会に、姉妹クラブの金沢南ロータリ

ークラブより６名様が表敬訪問にお越し下さいます。 

また、東京江東ロータリークラブより 13名様が表敬訪問

にお越し下さいます。 
 

＊京都マラソン 2016 

ランナーに当選されました。

お二人の大活躍を期待いたします。 
 

会 員 だ よ り  

＊大木 博会員、誠に残念乍ら 2015年 9月末日をもっ

て退会されることとなりました。 

 
 

同 好 会 情 報  

・野球同好会 10/27（火） 練習 14：00～17：00 

「岡崎公園グラウンド」 

・軽音楽同好会10/27（火）午後 9時〜11時 「スタジオ

123 L スタジオ」 

 

 

 

 

 

 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜10/13＞ 

米山記念奨学会 計 25,000円 累計 251,000円 

一助に。    中村（翠）君､中塚君､上村君、谷口君 

 

ニ コ ニ コ 箱 計 62,000円 累計 1,094,000円 

村田晃嗣学長、素晴らしいスピーチ楽しみに参上 

致しました。 京都洛西 RC 安藤寿博様 

村田晃嗣様､本日スピーチありがとうございます。 

 渡辺君､岩橋君、谷川君､小山君、西村君、小森君 

 竹之内君､川勝君、岡武君、関根君､布施君、山田君 

村田晃嗣様､安保関連法案ご苦労さまです。 

 川中君､上村君 

井上武雄さん､ありがとうございます。 杉﨑君 

24RC チャリティゴルフご参加有難うございました。 

団体戦は５位でした！ 村岡君 

誕生日自祝。 佐貫君、奥田君、戸田君 

夫人誕生日自祝。 安澤君 

結婚記念日自祝。 中村（弘）君、谷川君 

 清水君、吉田（武）君 

 

 

１０/21 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「サントリーの環境経営」 ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部企画部長 ｴｺ戦略部長 内貴研二氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん -新入会員スピーチ-「C（クラッシック）・T（トラディショナル）・P（プロダクト）-古典・伝統・製造-」 会員 山田孝久氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「地域別職業奉仕担当者会議報告」 職業奉仕委員長 会員 時田 猛氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H クラブ・デーの為、例会変更  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ガバナー公式訪問所感」 国際ロータリー第 2650 地区ガバナー 中澤 忠嗣氏 

１０/２２

３ 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「ありのままに生きようとしたありはありのままだった」 歌手・タレント・書道家 原田伸郎氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H ～新入会員スピーチ～「天職との出合い」 会員 石田耕三氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「形と骨格」 米山奨学生 程 遥氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「私の研究」 米山奨学生 RAHADIAN YUSUF（ラハディアン ユスフ）氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「休会」 ＊ビジター受付はございません  
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「～経営者に必要な良い印象と健康まで手に入る～日常の基本動作をトレーニングに変える方法」 ㈱マティ 代表取締役 CS’（シーズ）ｳｫｰｷﾝｸﾞｽｸｰﾙ 芦屋校代表 竹澤摩佑子氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「秋の夜長を楽しむ会（家族親睦例会）」の為、例会臨時変更 ※ビジター受付はございません 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ -米山奨学生スピーチ-「教育を通じて社会貢献を」 京都大学博士 2 年（京都東 RC 受入） 郭 暁博（ｶｸ ｷﾞｮｳﾊｸ）氏 

１０/２３

４ 

京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「保育園の今 就学前のこどもたち」 会員 川島 亘氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ～新会員スピーチ～「未定」 会員 藤井真由美氏、「私の人生」 植本宏志氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「未定」 米山奨学生 汪 晟氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「京都北 RC・京都紫野 RC・京都紫竹 RC3 クラブ合同例会」のため、10/26（月）に変更  ※＊ビジター受付はございません 

１０/２６

７ 

京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「私の日本留学の道」 米山奨学生 陳 奕均氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 京都北 RC・京都紫野 RC・京都紫竹 RC3 クラブ合同例会「紳士の為のワイン講座」 VINIST（ヴィニスト）主宰・ﾜｲﾝｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（社）日本ソムリエ協会公認ソムリエ 中野尚美氏  

（びにすと 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ ～新入会員スピーチ～ 「私のロータリー活動と仕事について」会員 藤田勝也氏、「私と仕事」谷 淳司氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「私のアメリカ体験・・・2014-15 青少年交換を終えて」 青少年交換プログラム派遣学生 小嶋千佳氏 

１０/２７

￥ 

京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「国際奉仕フォーラム」 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「未定」 京都市公営企業管理者上下水道局長 水田雅博氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「文字の美しさは一国の文化のバロメーター」 書家、（公社）日展会員（審査員） 京都伏見ＲＣ会員 杭迫柏樹氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 


