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「情報集会第２組報告」 

 
2015年 10月 13日（火）18：00～於：「木や」 

出席者：◎本田、〇布施 

磯田、山中、小林、鈴木、岩橋 

岡武、村岡、井上（正）、谷口、青山 
（敬称略） 

 

「まずは、例会に出席すること」「出席する

こと」も大切ですが、それ以上に、「出席し

たくなること」も大切ではないでしょうか。 

「ぜひ、参加したいと思う例会」とは、ど

のようなものなのでしょう。それはやはり、

その時間を有意義に過ごせる楽しめるとい

う事でしょう。 

では、「楽しい例会」とは何でしょう。仲

の良い人と話をしたり、気の合う仲間と同好

会の活動をしているときは、とても楽しいと

感じることでしょう。また、食べる楽しみも 

 

 

 

あります。みんなと楽しくコミュニケーショ

ンを図るために、まずは美味しい食事も必要

です。 

しかし、人それぞれ価値観が違うように、

何をもって「楽しい」と感じるかも、十人十

色であると思います。「例会では、ずっと緊

張感があった。」この緊張感もまたある意味

では「楽しさ」ではないでしょうか。「楽し

さ」というのは、本当にわからないものです。 

ただひとつだけ言えることは、皆の欲を満

たす「楽しさ」のみを求めるのであれば、絶

対にまとまることはないということです。十

人寄れば、一度だけは自分の欲を満たし、九

度は他を立てるというそれぞれの努力が必

要であると考えます。 

「ぜひ参加したいと思う例会」を目指し、

メンバー全員で取り組むことができれば、こ

れは大へんすばらしいことであると思いま

す。そして、そのパワーをもって、50周年記

念事業にも臨んでいきたいです。 
（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 

 

-米山月間・経済と地域社会の発展月間- 

本日の例会 

開会点鐘 〔１２：３０〕 
ロータリーソング♪これでこそロータリー 
会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 
― 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 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 
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」 
 

 

前回例会報告 
会員数 76（28）名 出席者 51（20）名 ビジター 0名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 75％ ゲスト 0名 
第 2304出席率 97.14％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

※１１月３日（火・祝）は休会です。 

次週の例会 １１月１０日（火）  東館４Ｆ「葵殿」 
クラブ・デー / 新入会員スピーチ 
 「過ぎたるは猶及ばざるが如し」 青山真由美君 

 「はじめてのスピーチ」  深海季生君 

次週の会合 １１月１０日（火）  
第５回定例理事・役員会  例会終了後「平安の間」 
情報集会第５組  18：00～「キャメロン」 
京都東山 RAC-ﾛｰﾀﾘｱﾝ卓話 橋本 幸司会員- 
 19：30～「八千代」 

２０１５年１０月２７日 第２３０８回例会 WEEKLY BULLETIN ４８－１６ 

 

 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 

 



 

 

 

最後に、50周年記念事業について思うこと。

ぜひこの機会に、ロータリーの活動を外に向

けて発信し、何か形として残るものに取り組

んでいきたいです。またその活動を通し、ロ

ータリークラブの一員としてやりがいを感

じたいと願っています。 

また、記念講演も重要であると考えます。

どなたにお願いするかを早く決めて、交渉を

していくことも必要です。今までの行事を検

証しながら、より充実した内容へと粘り上げ

ていければと思っています。 

「小さな考えも、一灯の灯から」。実行委

員会の方々を中心にして、ひとりひとりが積

極的に取り組み、本当の意味での「全員参加」

の事業が、必ずや人を魅了することができる

ものであると確信します。 

いつもの例会とはまた違った雰囲気で、議

論をすることができました。また、少人数で

あるということもあり、ご挨拶ぐらいしかさ

せていただかなかった方々とも、いろいろな

お話をさせていただくことができ、とても有

意義な時間を過ごさせていただきました。 
 

（報告：青山真由美） 
 

幹 事 報 告  
 

■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訪問 

本日、姉妹クラブの金沢南ロータリークラブより表敬訪

問にお越し下さっています。また、東京江東ロータリー

クラブより表敬訪問にお越しくださっています。 

ご遠路ありがとうございます。 

 

 

＊金沢南ロータリークラブ 

会 長   北   敏一 様 

会長エレクト  大原 浩幸 様 

幹 事   坂東 久雄 様 

副幹事  園田 貴之 様 

提携クラブ委員長 津田 幸夫 様 

提携クラブ副委員長 山内 謙一 様 

 
 

＊東京江東ロータリークラブ 

会 長   斉藤 美枝 様 

副会長   小嶋 映治 様 

職業奉仕委員長  伊藤 三千男 様 

親睦活動委員長 犬塚 邦彦 様 

青少年奉仕委員長  大澤 秀利 様 

ＳＡＡ委員   小野 綾子 様 

国際奉仕委員長  鈴木 隆雄 様 

米山奨学委員長  田坂  学 様 

ソングリーダー副委員長 永井 眞之助 様 

ＳＡＡ委員   平手 克治 様 

職業分類委員長  松岡 雄治 様 

事務局  斉藤 弘子 様 

 

 

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」 

・ﾛｰﾀﾘｰほろにが会 11/10（火）18：00～「レストラン菊水」 

 

 

 

１０/２８ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「『京都のこころ』は進取の気性」  ㈱日商社 代表取締役社長 京都ＲＣ会員 谷川 隆氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 例会時間・場所変更  ＊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 『夜間例会』『クラブ・デー』 ＊ビジター受付は平常通り 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「独立と開業報告」  会員 山本隆嗣氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「日本画-伝統と継承」（仏涅槃図制作を通して伝統と継承を考える）  醍醐寺主任学芸員 田中直子氏 

１０/２９ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 新会員スピーチ  「私の生き方」三大寺栄次郎氏、「先輩の影響力」稲原秀一氏、「最近思うこと」岩﨑一也氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 例会日変更  ＊ビジター受付はございません 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「二胡演奏」 二胡奏者 尾辻優衣子氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「スーパーサーズデー」 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「薩摩琵琶演奏」  鶴田流薩摩琵琶奏者 平田 卓氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 休会  ＊ビジター受付は平常通り 
 京 都 さ く ら 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 2015-16年度京都市域第 2グループ担当 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 京都西ＲＣ会員 森田惠三氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ ～新入会員 ﾑﾌﾞｰﾊﾞ・ﾒﾆ君 歓迎例会～ 

１０/３０ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H -ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ-「Ａrs Locus(アーズローカス)大人の小学校創設から 20 年」  会員 加地保裕氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「日本の秋」  冷泉家時雨亭文庫 常務理事 冷泉貴実子氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 休会  ＊ビジター受付は平常通り 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「第２回クラブ・フォーラム 25周年にむけて」 

１１/２ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「未定」 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「私の研究テーマ」  米山奨学生 汪 晟様 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 草喰の馳走人 真・行・草「草を喰む」  草喰 なかひがし 主人 中東久雄氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「ﾛｰﾀﾘｰ財団について」  補助金委員会委員長（京都嵯峨野 RC）名井得郎氏 

１１/３ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 祝日休会 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 祝日休会 

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



 

 

 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜10/20＞ 

ロータリー財団 計 20,000円 累計 411,800円 

一助に。 安倍君、西村君 

米山記念奨学会 計３5,000円 累計 286,000円 

クラブ戦略策定フォーラム、よろしくお願い致します。 

松井君 

一助に。             安倍君、西村君、山田君 

ニ コ ニ コ 箱 計 34,000円 累計 1,128,000円 

クラブ戦略策定 クラブ・フォーラム担当クラブ戦略策定

松井委員長、本日はごくろうさまです。 

 鈴木君、岩橋君、小山君、木村（安）君、中村（弘）君 

 西村君、今村君、小野君、柴田君、岡武君、上村君 

 吉田（武）君、郡君、深海君 

 

本日のフォーラムご協力お願いします。 渡辺君 

吉田様、先日はありがとうございました。 安倍君 

結婚記念日自祝。 本田君 

 

希望の風奨学金 計 15,000円 累計 219,400円 

一助に。 柴田君、西村君 

 

 

 

１１月 のプログラム  
 

３日（火） 祝日休会 

 

１０日（火） クラブ・デー 

新入会員スピーチ 

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」 青山真由美君 

「はじめてのスピーチ」 深海季生君 

 

１７日（火）― スピーチ ― 

「狂言というお芝居」 

茂山 あきら 様 

 

２４日（火）クラブ・フォーラム（ロータリー財団） 

担当 ロータリー財団委員長 

清水泰博君 

 （＄100万ランチ） 

 

 


