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「情報集会第５組報告」 
 

2015年 11月 10日（火）午後６時～ 

於：キャメロン 

 

出席者 ◎平野 ○川勝 ○村岡 

今井・小森・柴田・福留・山本 

山田・深海・岩橋・岡武（敬称略） 

 

今年度の情報集会は、「創立 50周年をのぞ

んで」・「楽しい例会とは」という 2つのテー

マで、行われました。冒頭、リーダーからテ

ーマの説明があり、順番に思うことを話して

いくスタイルで、様々な思いや意見が出され

ました。 

まず、50周年についてのテーマで多かった

意見は、当該年度の会長予定者の色が出たも

のになればいいなというものでした。これま

でロータリークラブは、25 年周期のメモ

リアルは特に大切に盛大に行われてきてい 

 

 

る経緯があり、50周年の重みが感じられる事

業にして欲しいという意見。その一方、50周

年だからなにかやらねば！という発想で、費

用をかけて盛大な式典や懇親会をするのも

一つかもしれないが、未来へ続く京都東山Ｒ

Ｃの歴史の通過点でしかないのも事実であ

り、未来に残る事業（寄贈など）世の中に役

に立つ事業に費用をかける方がいいので

は？など、様々な意見が出ました。ただ 50

周年事業を成功させたい、それに向けての協

力は惜しまないという思いは一致した意見

となりました。 

2 つ目の例会についてのテーマでは、最近

の例会が楽しくないという意見はなく、概ね

楽しんで例会に出席しているということで

した。時代の変化と共にロータリークラブも

変化しており、昔ほどの厳しさがなくなって

きてはいるものの、それでも先輩の方々との

距離感を埋めるのは難しい面も多く、例会よ

りも委員会活動や同好会活動で近づくこと

の方が容易である。       （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 

-疾病予防と治療月間- 

本日の例会 クラブ・デー/年次総会 
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 
奨学金授与 
幹事報告 
年次総会 
新入会員スピーチ 

    「自己紹介」 寄本 猛君 
今月のお祝い 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 
本日の会合 １２月１日（火） 
第６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 76（28）名 出席者 52（15）名 ビジター 0名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 82.5％ ゲスト 0名 
第 2308出席率    94.03％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会 １２月８日（火）  東館４Ｆ「葵殿」   

クラブ・フォーラム（広報） 

 担当 広報委員長 岸  弘祐君 

 （ライトランチ） 

次週の会合 １２月８日（火） 
第１回次年度理事・役員会  18：00～「晴鴨樓」 
京都東山ＲＡＣ アクト卓話（室岡）「APRRC&海外報告会」
 19：30～「八千代」 
 

２０１５年１２月１日 第２３１２回例会 WEEKLY BULLETIN ４８－２０ 

 

 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 

 



 

 

また、若い会員が年長会員を敬う心が薄れ

てきているのではないかと言う意見もあり、

「亀の甲より年の功」の気持ちを持って接し

ていくことも、50周年事業に向けても重要な

ことであるのではと思いました。あと、オフ

レコですが夜の会？会員同士でお酒の席を

持つ機会が年々減ってきている気がするの

も寂しいとの意見もありました。（笑） 

ロータリー愛があるから、例会にも出席する

し、少し面倒やなと思う役も引き受けられる。

ロータリアンを継続出来ているのは、ロータ

リー愛があるからである。という意見が、本

日の情報集会の中で一番、私の印象に残った

言葉でした。 

キャメロンさんの美味しいお料理とお酒

と共に参加者に野球同好会メンバーが多か

ったこともあり、終盤は野球の話で盛り上が

りましたが、楽しい時間を過ごさせていただ

きました。 

（副リーダー 村岡正浩） 

 

今 月 の お 祝 い  

❁誕生日 

橋本君 1日 清水君 ９日  中村(翠)君 ３０日 

❁夫人誕生日 

小森君夫人 睦美さん １０日 

稲本君夫人 節子さん １８日 

岡武君夫人 直美さん ２２日 

井上(正)君夫人 歩さん ２８日 

❁結婚記念日 

大藤君 １日 城山君 ５日  

 

幹 事 報 告  
■疾病予防と治療月間 

今月は、疾病予防と治療月間です。皆様ご理解のほど

宜しくお願い致します。 

■ 2015-16 年度 

第 2 回京都市内 24ＲＣ連絡協議会 合同幹事会 

12/1（火）18：00～「リーガロイヤルホテル京都」に於い

て開催され、岡武幹事、村岡副幹事、布施副幹事が出

席されます。ごくろうさまです。 
 

同 好 会 情 報  
・野球同好会 

12/22（火）14：00～16：00「岡崎公園グラウンド」 

・ロータリーほろにが会 

12/8（火）18：00～「レストラン菊水」 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜11/24＞ 

ロータリー財団 計 112,400 円 累計 811,200 円 

 達成率 52.7％ 

＄１００万ランチ差額寄付 計 62,400円 

 計 50,000円 

清水委員長、頑張って下さい。 中村（弘）君 

“ロータリー財団クラブ・フォーラム”担当清水委員長、

本日はごくろうさまです。 吉田（武）君 

一助に。 小山君、木村（安）君、村岡君、谷口君 

米山記念奨学会 計 0円 累計 394,000 円 

 達成率 32.6％ 

ニ コ ニ コ 箱 計 36,000 円 累計 1,529,000 円 

 達成率 50.9％ 
“ロータリー財団クラブ・フォーラム”担当清水委員長、

本日はごくろうさまです。吉田（良）君、杉﨑君、鈴木君 

  

 小森君、中塚君、川勝君、松下君、布施君、深海君 

横尾さん、本田さん、お世話になりました。 坂田君 

岡武さん、ごくろう様でした。 上村君 
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京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ -新会員スピーチ-「『竹中大工道具館』」のご紹介-  中原 淳氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「未定」 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「男のきもの」  京都織物卸商商業組合 理事長 野瀬兼治郎氏 

 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 「我が師匠、桂米朝の思い出」  落語家 桂 米二師匠 
12/3 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「マイケルジャクソンパフォーマンス」  マイケルジャクソンパフォーマー MASAKI 氏 

Shi  
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「フランスから学ぶ企業経営のコツ」 日本銀行 鳥取事務所長 大山陽久氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「いのちについて-なぜそれを今考えなければならないのか」  元京都大学総長 井村裕夫氏 

 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「未来に引き継ぐ京の森づくり～森林の多面的機能を活かす森づくり～」 京都市産業観光局農林振興室 林業振興課 京の森づくり推進担当課長 阪本文洋氏 

 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「未定」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「幸福の経済学～お金が増えても、日本人が幸福でないのは何故か～」 龍谷大学経済学部 教授 原田太津男氏 

 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「祇園 夜な夜な話」  ㈱美登幸 代表取締役 京都西北 RC 会員 平野 陽氏 

 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ ～三重北區ロータリークラブ歓迎例会～ 
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京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「風邪の予防と治療：ちょっと意外な話」  京都大学健康科学ｾﾝﾀｰ所長・教授 川村 孝氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「いけばな 引き算の美」  未生流笹岡家元 笹岡隆甫氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「フリーメーソンとロータリークラブ」  会員 蓮井郁司氏 

 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 新入会員スピーチ  川原豊一郎氏、冬廣憲二氏 
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京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ウミウの誕生からみる鵜飼の未来」  公益財団法人宇治市観光協会 鵜匠 澤木万理子氏 
（月） 京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「東大寺南大門の金剛力士像と平成大修理」 奈良国立博物館 名誉会員 鈴木喜博氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「工芸ニッポンの文化発信」 一般社団法人ｻﾞ・ｸﾘｴｲｼｮﾝ・ｵﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ代表理事 公益財団法人日本工芸会理事長 林田英樹氏 

 

 

京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

年次総会 
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京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「特色ある運営を目指して」  京都国際ﾏﾝｶﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ事務局長 上田修三氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「ＲＬＩに因んで」  ＲＩ第 2650 地区ＲＬＩﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 京都洛南ＲＣ会員 桜澤仁志氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 『高齢者の医療・福祉～2025年問題をどう解決するか～』  京都府立医科大学 神経内科 名誉教授、NPO特定非営利活動法人「京都の医療・福祉ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」理事長 中島健二氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

 

本日のロータリー財団フォーラム、よろしくお願いします。

 清水君 

希望の風奨学金 計 0円 累計 229,000 円 

 達成率 29.7％ 

 

 

 

 

 

 

 

～１１月のスナップ～ 

安倍秀風会員が、11月 24日（火）ご逝去されま
した。謹んでお悔やみ申し上げます。 
ご葬儀は去る 11月 27日に「公益社中央ブライ
トホール」に於いて、行われました。 

 

訃 報 

11/10（火） クラブ・デー 

100％出席 

おめでとうございます。 
 
 

お誕生日お祝い 

おめでとうございます。 
 

11/17（火） 

―スピーチ― 

茂山あきら様 

 

 （米山ランチ）

11/10（火）新入会員スピーチ 

青山真由美君、深海季生君 

11/24（火）クラブ・フォーラム（ﾛｰﾀﾘｰ財団） 

井上（勝）会員の御母堂 富江様が、11月 20日
（金）ご逝去されました。謹んでお悔やみ申し上
げます。ご葬儀は、ご親族にて行われました。 

 

訃 報 

担当 ロータリー財団委員長 

清水泰博君 

 


