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「魚のつかみどりと 

昔遊びのわくわく体験」 
 

    奉仕プロジェクト委員長 

               薮下 清三 
 

昔のガスも冷蔵庫も無い時代を子供たちに

体験してもらって現在の恵まれた環境に感

謝する機会になればと思っています。 
 

自分で生きた魚をとって焼き、「カマド」で

は薪で豚汁をあたため煙の出る中で食事の

準備をします。今回は、実施しませんが五右

衛門風呂や冬は湯たんぽ、夏は蚊帳（かや）

を吊って寝てもらうそういった生活を体験

してもらう事で物を大切に贅沢を言わない

子供たちに育ってほしいと思っています。 
 

他にも昔の遊び（コマ回し、ヨーヨー釣り、

輪投げ、メンコ、綿菓子、お菓子釣り、バル 

 

 

 

ーンアート、そして竹トンボ作り）を楽しん

でもらいます。ふるさとの家では（手品や子 

供に合った落語）もしていただきます。 
 

最近は家の中でゲームばかりしている子

供たちに外で遊ぶ面白さを知ってもらった

り、食後の後片付けや掃除もして一日を有意

義に過ごしてもらいたいと思っています。 
 

皆様にはお忙しい中、朝早くからお手伝い

宜しくお願い申し上げます。子供たちとのふ

れあいを楽しんで頂きますように！ 

 

 

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 

 

-母子の健康月間- 

本日の例会 
『魚つかみと昔遊びのわくわく体験例会』 

開会点鐘 〔９：００〕 

ロータリーソング♪  それでこそロータリー 

会長挨拶 

幹事報告 

閉会点鐘 〔９：１０〕 
 

魚つかみと昔遊びのわくわく体験  
例会 9：00～ 式典 10：00～ 魚つかみ 10：20～ 
 

今週の会合 ４月１２日（火）  
京都東山 RAC‐ﾛｰﾀﾘｱﾝ卓話‐松井信五会員 

19：30～「八千代」 
 

 

 
前回例会報告 
会員数 75（28）名 出席者 59（20）名 ビジター 5名 
( )は出席率除外会員 出席率  88.1％ ゲスト 0名 
第 2324出席率 98.48％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
*４月１２日（火）の例会は休会です。ご注意ください。 
 

次週の例会 ４月１９日（火） 於：東館２Ｆ「山城の間」 

－クラブ・デー－  

会員スピーチ 「私の仕事」 村田 好謙君 

次週の会合 ４月１９日（火） 

第 5回次年度理事・役員会 例会終了後「平安の間」 

２０１６年４月１０日 第２３２８回例会 WEEKLY BULLETIN ４６－３６ 

 

 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10回定例理事･役員会議事録 〈4/5(火)開催〉 

1. 前回議事録承認に関する件 承認 

2. 今年度事業に関する件 報告 

3. 「指名委員会」開催の結果に関する件 承認 

4. 後期会長会（3/15）開催に関する件 報告 

5. 後期クラブ戦略策定委員会開催（3/22）に関する件 報告 

6. 会員増強活動に関する件 報告 

7. ローターアクトの活動に関する件 報告 

今年度 RYLA 、例会運営、他 

8. 金沢南ＲＣとの交流会開催に関する件 承認 

9. ソウル国際大会参加に関する件 報告 

10. 次年度委員長会議（4/26）及び次年度引き継ぎ 

協議会（5/24）開催に関する件 報告 

11.  「第２７回中澤忠嗣ガバナー杯野球大会」に関す 

る件 報告 

12. ５月プログラムに関する件 承認 

   ５月２４日の「落語」を同伴例会に  

13. 50周年記念実行委員会からの報告 報告 

14. 次回 第１１回理事・役員会開催日時決定に関す 

る件 承認 

2016年 5月 10日(火) 例会終了後開催 

 

幹 事 報 告  
■本日は『魚のつかみどりと昔遊びのわくわく体験』 

本日例会終了後、「魚のつかみどりと昔遊びのわくわく

体験」を開催いたします。お役の会員諸兄姉、ご協力

いただく皆様、ありがとうございます。よろしくお願い致

します。 

■金沢南ロータリークラブとの交流会 

4/12（火）-13（水）金沢南ＲＣと交流会を開催します。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

4/12（火）9：30～ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都 東館ﾛﾋﾞｰ集合 

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ吹田工場見学・金沢南ＲＣ例会、昼食会 

19：00～合同懇親会 会場「八千代」 

4/13（水）ゴルフ組 会場：比良ｺﾞﾙﾌ倶楽部 

観光組 9：30「ﾎﾃﾙﾕﾆｿﾞ京都四条烏丸」集合 

  ※希望者は現地集合 

10：00頃 大徳寺大慈院 
 

■次年度「戦略策定委員」決定 

4月 5日（火）開催の指名委員会で、次年度の「戦略策

定委員」が以下の通り決定し、同日開催の理事・役員

会で承認されました。 

委員長：松井会員、副委員長：坂田会員 

委 員：岩橋会員、渡辺会員、小森会員、清水会員、 

中村（翠）会員、中塚会員、平野会員、以上９名 
 

■第 2650地区から次年度地区委員への委嘱要請 

第 2650地区から下記会員に地区役員の委嘱状が届

いております。 

財団資金推進委員会委員：小坂会員 

米山奨学委員会委員：井上武雄会員 

ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会委員：福留会員 

以上の皆様、よろしくお願いいたします。 
 

■京都中 RC 創立 25周年記念例会・祝宴 

4/16(土)「京都ホテルオークラ」に於いて開催され、 

岩橋会長、岡武幹事が出席されます。ごくろうさまで

す。 
 

■2016-17 年度地区研修・協議会 

4/17（日）「国立京都国際会館」に於いて開催され 

渡辺会長エレクト、清水次年度幹事、松井次年度クラ

ブ管理運営委員長、坂田次年度奉仕プロジェクト委員

長、寄本次年度職業奉仕委員、郡次年度青少年奉仕

委員長、薮下次年度ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長、福留次年度

米山記念奨学委員長、本田次年度会員増強・拡大委

員長、木村（安）次年度広報委員長が出席されます。

ごくろうさまです。 

4/13 

 

/23 

 

京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「白隠禅画をよむ」 花園大学 国際禅学研究所 顧問 芳澤勝弘氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「手相」  占術師 東京渋谷 RC 会員 マダム・セリカ（林 佳代子）氏 
 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「被爆二世アーティストの挑戦」-芸術平和学的思考より-  京都造形芸術大学 文明哲学研究所 准教授 田中 勝氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 例会臨時変更  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 朱雀 京都東急Ｈ クラブ・デー 「聖ﾖｾﾞﾌ医療福祉ｾﾝﾀｰでの心魂ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによる慰問公演について」  聖ﾖｾﾞﾌ医療福祉センター 理事長 堀家秋子氏 

4/14 京 都 南 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ※ 「青不動の心」 青蓮院門跡 門主 東伏見慈晃氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「CA の実践するおもてなしマインドの育て方」  CAREER LABO 代表 小松仁美氏 
 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 クラブフォーラム（職業奉仕）の為場所変更 於：真宗教化センターしんらん交流館 「芸術家・宗教家・祭祀に於ける職業奉仕感」  会員 柴田篤男氏、竹内紀雄氏、戸川隆博氏、稲川昌実氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「Jazz Piano solo 演奏」 Jazz Pianist 星山啓一氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「なぜ、マイケルはこんなにも人を惹きつけるのか？」 ﾏｲｹﾙﾀﾞﾝｽﾊﾟﾌｫｰﾏｰ Masaki 氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「放送業界の現状とウラ側」  ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ 元読売テレビアナウンサー 羽川英樹氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「京都乙訓 RC との合同例会について」  幹事 中村雅彦氏 

4/15 

 

京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「一筋の道、ロータリー」 会員 田中誠二氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「未定」 
 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「ホームレス状態を生み出さないニホンへ」  NPO 法人 Homedoor 理事長 川口加奈氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H -会員スピーチ-「京都の観光業の未来」  村上健治氏 

4/18 

 

京 都 西 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 追悼例会 
（月） 京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「RLI について」 地区 RLI 委員長 福井南 RC 会員 田中文夫氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 例会日時変更  ＊ビジター受付は平常通り 
 

 

京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「E クラブの設立と現状」 アメニティ・サービス・関西 代表取締役社長 日本ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ E ｸﾗﾌﾞ 2650 会長 阿瀬井佳一氏 

4/19 

 

 

京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「ﾛｰﾀﾘｰ財団国際親善奨学生としての一年間が私にくれた大切な宝物」 平安女学院大学国際観光学部准教授 山本芳華氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 例会日時場所臨時変更  ＊ビジター受付は平常通り 
 京 都 洛南 京都東急Ｈ 「未定」  ㈱ラポー 代表取締役、京都西ＲＣ会員 上田哲次氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【4/5（火）理事会】 

川勝ＲＡ委員長が出席されました。ごくろうさまでした。 

同 好 会 情 報  
・野球同好会  

練習 4/26（火）14：00～16：00「岡崎グランド」 

・ロータリーほろにが会  

4/12（火）18：00～「レストラン菊水」 

 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜4/5＞ 

ロータリー財団 計 0円 累計 1,031,800 円 

 達成率 67％ 

 ｸﾗﾌﾞ累計1,326,640 円 

 

米山記念奨学会 計 10,000 円 累計 769,000円 

 達成率 64％ 

 ｸﾗﾌﾞ累計842,000 円 

一助に。 井上（武）君 
 

ニ コ ニ コ 箱 計 61,000 円 累計 2,655,000 円 

 達成率 88.5％ 

横須賀西ＲＣ本日はよろしくお願い致します。 

 横須賀西ＲＣ様 

横須賀西ＲＣ楠山さん御一行ようこそいらっしゃいまし

た。 岩橋君、中村（翠）君 

地区大会にご参加の皆様、ご苦労様でした。 

 岩橋君、岡武君 

‘祝’創立記念日。 

 小山君、川中君、本田君、吉田（武）君 

 山本君、岡武君、松下君、上村君 

さまざまな事思い出す桜かな。 小野君 

中西さん、本日はありがとうございます。 

 柴田君、渡辺君、中村（弘）君、佐貫君、木村（茂）君 

 村岡君、岡武君、布施君、深海君 

お花見例会ありがとうございます。 

 

お花見例会おめでとう。 辻君 

中村（弘）先輩、ありがとうございました。 平野君 

 

希望の風奨学金 計 0円 累計 527,000 円 

 達成率 68.4% 

 

 4/5 日（火）お花見例会 於：「八千代」 

 

 

 

 

 

 

 


