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「情報集会第 3 組報告」 
 

2015年 10月 20日(火)19時～CAMERON 

出席者 ◎清水、○佐々木 

吉田(良)、稲本、佐貫、谷川 

戸田、薮下、松下、寄本 

オブザーバー：岩橋、岡武（敬称略） 

 

清水リーダーのもと、下記の議題に意見交換

が行われました。 

 

議 題 

１．「京都東山 RC50 周年を迎えるにあたり」 

２．「楽しい例会とは」 

 

内 容 

１．「京都東山 RC50 周年を迎えるにあたり」

について 

・周年事業は過去の周年事業を鑑みて、後々

に継続できる事業を考えたらどうか。 

 

 

・地域の皆様に東山ロータリークラブを広報

できるような事業にし、会員増強に繋がれば

良いのではないか。 

・会員の奥様やご家族の皆様により多くの参

加出席をしていただくように早めに策を講

じたらどうか。 

・余りお金をかけず、周年事業を通じ会員の

絆を深めることや、当クラブ内や地域に対し

て有意義にお金を使えばどうか。 

・周年行事を経験していない会員も多数いる

ので、クラブ内で周年行事の意義の周知を徹

底していってはどうか。 

 
２．「楽しい例会とは」について 

・いつもテーマとなっており、その年度で

様々な工夫がなされてはいるが、なかなか良

い案がない。 

・例会時間内に会員相互の会話の時間が少な

すぎる、会話のない例会は楽しいはずがない

のではないか。 
         （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 

-ロータリー財団月間- 

本日の例会  

開会点鐘 〔１２：３０〕 

ロータリーソング♪もみじ 

会長挨拶 

来客紹介 

幹事報告 
―スピーチ― 
「狂言というお芝居」   茂山 あきら 様 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 

  
本日の会合 
情報集会第６組   例会終了後「平安の間」 

 

 
 
前回例会報告 
会員数 76（28）名 出席者 57（15）名 ビジター 0名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 90.5％ ゲスト 1名 
第 2306出席率       95.59％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 

次週の例会 １１月２４日（火）  東館４Ｆ「葵殿」   

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＞ 
 
 

２０１５年１１月１７日 第２３１０回例会 WEEKLY BULLETIN ４８－１８ 

 

 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 

 



 

 

・例会終了後 13時 30 分から例会場でコーヒ

ーでも飲みながら会員同士の会話の時間を

作ってみてはどうだろう。(10分～15分程度) 

・地区からのフォーラム講師より、卓話の講

師(会員含む)を増やしての方がより充実す

るのではないか。 

・そもそも「楽しい例会」というより『活気

ある例会』『元気の出る例会』というテーマ

で考えた方が良いのではないか。 

 

以上、3時間に及ぶ情報集会でありました

が、議論の途切れることもなく『活気があり』

『元気の出る』情報集会でした。 

川勝会員のご厚意で CAMERON さんに大変

お世話になり、有難うございました。 

 

   （記 副リーダー・佐々木虚室） 

 

第 5 回定例理事･役員会議事録〈11/10(火)開催〉 

1. 前回議事録承認に関する件 承認 

2. 次年度理事・役員に関する件 承認 

3. 「創立５０周年記念事業実行委員会」開催に関

する件 「報告だより」（仮称）を発行し、週

報とともに配布する。承認 

4. 年忘れ家族例会に関する件 承認 

5. 定款・細則・内規改訂に関する件 承認 

6. 前期会長会開催結果に関する件  

次回理事会へ持越し 

7. 今年度事業に関する件 報告 

8. 屏風の修理に関する件 次回理事会へ持越し 

9. 寄附の現状に関する件 承認 

 

10. 平成２７年度「赤い羽根共同募金に関する件 報告 

11. インターアクト地区大会参加に関する件 承認 

12. 表敬訪問に関する件 

（10/27：金沢南ＲＣ、東京江東ＲＣ） 報告 

13. 台湾新竹ＲＣ創立６１周年記念式典のご案内 報告 

14. 12 月プログラムに関する件 承認 

15. 次回第６回理事・役員会開催日時決定に関する件 

2015 年 12 月 1 日(火) 年次総会終了後開催 

承認 

 

 

幹 事 報 告  
■ふれあい"やましな"2015 区民まつり 

11/23（祝）10:00～「山科中央公園」に於いて開催さ

れ岩橋会長が出席されます。ごくろうさまです。 

 

■台湾新竹ＲＣ創立 61周年記念式典 

12/29（火）「新竹国賓ホテル」に於いて、台湾新竹ＲＣ

創立 61周年記念式典が開催されます。式典及びツア

ー参加ご希望の方は、11/24（火）までに幹事岡武ま

でお申し出ください。 

『台湾新竹ロータリークラブ訪問』 

日 程：12/29（火）‐30（水）1泊 2日 

費 用：110,300円 

 
■「年忘れ家族例会」ご案内   
12/15（火）に年忘れ家族会を開催致します。 
例会時間を臨時変更し、例会は午後 5時 30分から、
家族会は午後 6時からです。本日ご案内をポスト入れ
しています。 
是非、ご家族皆様お揃いでご参加ください。 
お申込みの締切は、12/8（火）とさせて頂きます。 
 
 

 

11/18 

 

京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ -ﾛｰﾀﾘｰ財団月間に因んで-「ロータリー財団について」  RI 第 2650 地区 ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金委員会 委員長 名井得郎氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「仁和寺の歴史と弘法大師の教え」  仁和寺 教学部長 八木恵生氏 

 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 クラブ・デー 

 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「懐かしのフォークソング（1970 年代）」 森 俊樹氏、岩城なおこ氏 
11/19 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「琳派ﾛｯｸ」 絵師 木村英輝氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H ～音楽例会～「日本伝統音楽の過去・現在・未来」 横笛奏者・作曲家 藤舎貴生氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「戦後日本が無くしたもの」  会員 樋上保行氏 

 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「U-12育成におけるゲーム環境」  一般社団法人京都府サッカー協会 4種委員長 京都サッカーｽﾎﾟｰﾂ少年団連盟 連盟長 片岡弥之氏 

 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H クラブ・デー 第 5 回クラブ検討会「ﾛｰﾀﾘｰ財団について」 RI 第 2650 地区 R 財団補助金委員会 委員 京都 RC 会員 福永 博氏 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ ―R 財団部門フォーラム―「ﾛｰﾀﾘｰ財団について」 地区財団補助金委員長 京都嵯峨野 RC 会員 名井得郎氏 

 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「甦れ！チャンバラ時代劇『カギを握る京都の伝統工芸』」  ㈱髙津商会 代表取締役社長 髙津博行氏 

チャンバラ」  京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ ～ボジョレーヌーボー例会～ 
11/20 

 

京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「ﾊﾟｽﾄ・ｶﾞﾊﾞﾅｰ平澤 興先生」  会員 三輪泰司氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ～クラブ管理クラブ・フォーラム～ 情報集会報告まとめ発表 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「高雄壽山 RC 創立 25 周年訪問報告」  姉妹友好委員 

 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「ｳｸﾚﾚで奏でるあの歌この曲」  演奏 三好寛昭氏 
11/23 

 

京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 祝日休会  ＊ビジター受付はございません 
（月） 京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 祝日休会  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 祝日休会  ＊ビジター受付はございません 

 

 

京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

祝日休会  ＊ビジター受付はございません 
11/24 

 

 

京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「思い込みからの解放」  京都坊主ＢＡＲ店主 羽田高秀氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「京都から世界へ」  株式会社電通 関西支社 京都営業局 営業部 ｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 各務 亮氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ガバナー公式訪問所感」  R.I.第 2650 地区ガバナー中澤忠嗣氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

同 好 会 情 報  

・野球同好会 

11/24（火）14：00～「岡崎公園グラウンド」 

12/22（火）14：00～16：00「岡崎公園グラウンド」 

 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜11/10＞ 

ロータリー財団 計 20,000 円 累計 628,800 円 

今月はロータリー財団月間です。皆様の更なるご協力、
よろしくお願い致します。 清水君 
一助に。 渡辺君 
ロータリー財団協力会分。 青山君 
 

*「世界ポリオデー」に向けてのポリオ撲滅活動募金へ、
\2,000円/人×76名＝\152,000送金致しました。 
  

米山記念奨学会 計 12,000 円 累計 384,000 円 
一助に。 井上（武）君、中川君 
  
ニ コ ニ コ 箱 計 124,000 円 累計 1,427,000 円 
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。 杉﨑君 
青山会員、深海会員、本日スピーチごくろうさまです。 
 今村君、川中君、今井君、岩橋君、渡辺君 
 西村君、小山君、鈴木君、佐貫君、安澤君、小森君 
 中村（弘）君、吉田（武）君、中塚君、川勝君、岡武君 
 村岡君、布施君、谷口君、山田君、寄本君 
本日スピーチ、よろしくお願いします。青山君、深海君 
奥田歓信会員、瑞宝小綬章受章おめでとうございま
す。 吉田（良）君、木村（安）君、川中君、竹之内君 
 小山君、中村（翠）君、中島君、上村君、松下君 
 岡武君、村岡君、布施君、深海君 
中国青島（チンタオ）に行ってきました。 布施君 
誕生日自祝。 竹本君 
連続 100％出席＋誕生日自祝。 郡君 
連続 100％出席自祝。 岡武君 
連続 100％出席自祝。 中村（翠）君、橋本君 
  
夫人誕生日自祝。 吉田（良）君、井上（武）君 
 薮下君、清水君、川勝君、松下君 
結婚記念日自祝。 坂田君、上村君、平野君 
 
 
 
 
 


