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「年忘れ家族例会のご案内」 
 

  親睦活動委員長 山本眞也 

 

師走に入り一段と寒さも厳しくなっ

てまいりました。 

さて、恒例の「年忘れ家族例会」を

12 月 15 日（火）に行います。受付開

始 17時、開会 18時、終了は 20時頃の

予定です。 

今回は、岩橋会長よりお子様たちが

喜ぶ企画をとのご方針で、バルーンア

ートショー・マジックショーやタロッ

ト・樽ゲーム等のレクリエーションと

親睦委員の中村吉晴会員によるデザー 

 

 

トや井上正博会員によるテーブル飾り 

を企画致しました。 

そして、山田会員夫人様より会長

賞・副会長賞・幹事賞のご協力、ウェ

スティン都ホテルさんより今年も食事

券のご提供を頂きましたので、ご参加

の皆様には是非楽しんで頂きたく思っ

ております。そして、二年目となりま

す松井会員・中村弘吉会員・清水会員

らが率いる軽音楽同好会の懐かしい新

曲！？の演奏もご期待下さい。 

皆様のご来場を親睦委員一同お待ち

申し上げます。 

 

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 

-疾病予防と治療月間- 

本日の例会 ライトランチ 

開会点鐘 〔１２：３０〕 

ロータリーソング♪それでこそロータリー 

会長挨拶 

来客紹介 

幹事報告 

クラブ・フォーラム（広報） 

 担当 広報委員長 岸  弘祐君 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 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」 

 

 
前回例会報告 

会員数 75（27）名 出席者 62（21）名 ビジター 0名 

 ( )は出席率除外会員 出席率 89.9％ ゲスト 1名 

第 2309出席率  96.97％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

 

次週の例会 １２月１５日（火）     

－年忘れ家族例会－京都東山 RAC と合同 

 於：ウェスティン都ホテル京都 東館２Ｆ「山城の間」 

 例 会 １７：３０～ 

 家族会 １８：００～ 

２０１５年１２月８日 第２３１３回例会 WEEKLY BULLETIN ４８－２１ 

 

 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 

 



 

 

第 6 回定例理事･役員会議事録 

 〈12/1(火)開催〉 

議  案  
1. 前回議事録承認に関する件 承認 

2. 京都マラソン２０１６(2/21)ボランティア活動に関する

件（京都マラソン委員会） 継続審議 

3. 年忘れ家族例会、新入会員歓迎会、花見例会に関

する件（親睦活動委員会） 承認 

4. 定款・細則・内規改訂に関する件 継続審議 

5. 今年度事業に関する件 継続審議 

6. 前期会長会開催結果に関する件 報告 

7. 屏風の修理に関する件 継続審議 

8. 台湾新竹ＲＣ創立６１周年記念式典訪問に関する件  

承認 

9. 1月プログラムに関する件 承認 

10. ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙへの年末御礼に関する件 承認 

11. 事務局員冬季賞与に関する件 承認 

12. 年末年始事務局休局に関する件 承認 

13. 次回第７回理事・役員会開催日決定に関する件 

2016年 1月 12日(火) 例会終了後開催 承認 

 

幹 事 報 告  
■次年度理事・役員決定 

 先週の年次総会にて承認され、次の通り構成が決定

しました。 

会長（理事・役員） .................. 渡辺剛士君 

会長エレクト（理事・役員） ........ 小森直之君 

直前会長（理事・役員） ............ 岩橋忠昭君 

副会長（理事・役員） ............... 中村弘吉君 

幹事（役員） ........................... 清水泰博君 

クラブ管理運営（理事） ............ 松井信五君 

奉仕プロジェクト（理事） ........... 坂田 均君 

広報（理事） ........................... 木村安輝君 

会員増強（理事） .................... 本田修造君 

ロータリー財団（理事） ............. 薮下清三君 

ロータリー情報（役員） ........... 小野富造君 

親睦活動・出席（役員） ............ 川勝裕之君 

Ｓ.Ａ.Ａ.（役員） ....................... 吉田武雄君 

職業奉仕（役員） .................... 平野俊雄君 

社会奉仕（役員） .................... 中塚 浩君 

国際奉仕（役員） .................... 安澤英治君 

青少年奉仕（役員） ................. 郡 正樹君 

会計（役員） ........................... 松下明史君 

ｸﾗﾌﾞ戦略策定（役員） .............. 松井信五君 

創立 50周年記念事業実行委員会（役員） .......... 中村翠嵐君 

 

■次週は「年忘れ家族会」 

次週、１５日（火）は例会時間を午後５時３０分～に臨時

変更し、例会に引き続き『年忘れ家族例会』を開催致し

ます。ご出欠のお返事を親睦活動委員または事務局ま

でお知らせください。多数の会員、ご家族の皆様のご

参加をよろしくお願いいたします。 
 

■地区大会登録 

地区大会本会議の登録を受け付けています。出席（親

睦）委員会または事務局まで、お申込み頂きますよう、

よろしくお願いします。みなさまのご参加よろしくお願い

します。 
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京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「龍馬に学ぶ」 幕末維新ミュージアム 霊山歴史館 副館長 木村幸比古氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「生かされる愛、生かす愛」  京都キリスト教協議会会長 日本ﾅｻﾞﾚﾝ教団上京教会牧師 日本ﾅｻﾞﾚﾝ神学校教授 川村哲嗣氏 

 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 「年次総会」 

 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H クラブ・デー 

 12/10 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「ガバナーアドレス」  R.I.第 2650 地区ガバナー中澤忠嗣氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「アイルランドとジェイムズ・ジョイス」  京都ノートルダム女子大学 教授 須川いずみ氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ クラブ・デー 

 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「更生保護の課題と方向性」  京都保護観察所 統括保護観察官 石井雅己氏 

 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「子育てを通して知った食育の大切さ」  本郷悠里氏 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「サイバー犯罪の現状と対策」  京都府警察本部生活安全部 サイバー犯罪対策課 ﾈｯﾄｾｷｭﾘﾃｨｰ・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ副所長 京都府警部 西村隆之氏 

 京 都 さ く ら 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」  京都感動案内社 代表 宣京師 仏像ソムリエ 京都観光おもてなし大使（京都市任命） 小嶋一郎氏 

 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「世界で初めてｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病になった人」  長岡病院名誉院長 小林一之氏 
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京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「表装の美」  会員 松村匡利氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 例会臨時変更  ＊ビジター受付は平常通り 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「WARAの可能性」  作家（WARA ジュエリー作家） 藤井桃子氏 

 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「第 4 回協議会 上半期進捗状況の検討と後半プログラムの検討」 
12/14 

 

京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 健康相談室スピーチ「疾病予防と治療月間に因んで」  会員 野原幸清氏 
（月） 京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「未定」  京都府副知事 山下晃正氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「鴨川の美化活動について」  鴨川を美しくする会 杉江貞明氏 

 

 

京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「しまつのこころ条例について」 京都市環境政策局循環型社会推進部 技術担当課長 若林完明氏 
12/15
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京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 第 4 回クラブ・アッセンブリー 上半期締め括り・下半期計画 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「糖尿病・肥満症の外科的治療」  同志社大学 生命医科学部 教授 萩原明於氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「“運命の船”と 18 年～想いはエネルギー」  株式会社神戸クルーザー、株式会社コンチェルト会長 南部真知子氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

同 好 会 情 報  
・野球同好会 

12/22（火）14：00～16：00「岡崎公園グラウンド」 

・ゴルフ同好会 

新年コンペ 

2016/1/13（水）田辺カントリー倶楽部 

・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 ＜1２/１＞ 

ロータリー財団 計 40,000 円 累計 8５1,200 円 

 達成率 5５.２％ 

一助に。 布施君、小坂君、竹之内君 

 

米山記念奨学会 計 77,000 円 累計４７１,000 円 

 達成率 3８.９％ 

一助に。 井上（武）君、竹之内君 

 上村君、布施君、中川君 

沖縄ナハマラソン、いってきます！！ 福留君 

もう一年になります。〆に一助します。 関根君 

 

ニ コ ニ コ 箱 計 177,000 円 累計 1,706,000 円 

 達成率 5６.８％ 

長い間お世話になりました。 安倍君 

安倍秀風会員のご逝去を悼み謹んでお悔やみ申し上 

げます。 今井君、岡武君、吉田(良)君 

 中村（弘）君、竹本君、中塚君、柴田君 

 松井君、谷川君、横井君、竹之内君 

 布施君、吉田（武）君、小坂君、小森君、上村君 

寄本猛会員、本日スピーチごくろうさまです。 

戸田君、小山君、鈴木君 

  村岡君、深海君、布施君、山田君 

本日スピーチよろしくお願いいたします。   寄本君 

今月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

   西村君、小山君、渡辺君 

誕生日自祝    清水君、橋本君,中村（翠）君 

妻誕生日自祝     井上（正）君、岡武君 

坂田さん、ありがとうございました。   ）君 

竹本さん、いつもお世話になりありがとうございます。 

          平野君 

 

希望の風奨学金 計 5,000 円 累計 234,０00円 

 達成率 30.4％ 

一助に。 渡辺君 

 

 

 

 

 

 

 

 


