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「今年の京都マラソン」 
       

京都マラソン委員長 井上 正博 
 

去る２０１６年２月２１日（日）、京都マ

ラソン 2016 が開催されました。例年通り我

が東山ロータリークラブは、給水ポイントで

のボランティアをさせて頂きました。お陰様

で天候にも恵まれ、無事に終えることが出来

ました。東山ロータリアンの方々、インター

アクトの方々ご協力ありがとうございまし

た。 

さて、今年は我がクラブより平野会員、中

村吉晴会員がエントリーされました。お二方

とも無事に完走されました。おめでとうござ

います。お二方にお話を聞いてみますと、30

㎞よりも先のポイントがかなりきついとの

事でした。後、向かい風がかなり体に堪えた

とのことでした。途中の給食では、イチゴ等

のフルーツやあんぱん等が配布されるらし

いです。あんぱんはいまいちらしいですが・・ 

 

次回の京都マラソンでは当クラブも盛り

上がりますので、是非とも女性会員の方にも

走って頂きたく思います。よろしくお願いい

たします。フルマラソンがきついということ

であれば、「ペアマラソン」という 10 ㎞を二

人で走るものもあるらしいです。ボランティ

アだけでなく、ランナーとしての視点からも

素晴らしい感動があることでしょう。皆様ふ

るってエントリーして頂きます様、宜しくお

願い致します。来年も天候に恵まれることを

願っております。皆様本当にありがとうござ

いました。 

 

 

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 

-水と衛生月間- 

本日の例会 クラブ・デー 
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 
表彰・奨学金授与 
新会員入会式 
幹事報告 
今月のお祝い 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 
本日の会合 
第 2回ﾛｰﾀﾘｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 11：00～「平安の間」 
第 9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 74（28）名 出席者 42（9）名 ビジター 0名 
( )は出席率除外会員 出席率 76.4％ ゲスト 0名 
第 2319出席率  93.85％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 ３月８日（火）  東館４Ｆ「葵殿」   
-クラブ管理フォーラム- 

クラブ管理運営委員長 木村 安輝君 
 （＄100万ランチ） 
 
次週の会合 ３月８日（火）  
第 4回次年度理事・役員会  例会終了後「平安の間」 
 

２０１６年３月１日 第２３２３回例会 WEEKLY BULLETIN ４６－３１ 

 

 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 

 



 

 

今月のお祝  
❁１００％出席会員表彰 

連続 20年間：岩橋君 

連続 3年間：福川君、布施君、中西君 

❁誕生日 

中島君 １日 小坂君 ５日 横尾君 ７日 

山本君 ８日 植野君１２日 名筯君１３日 

上村君２０日 井川君２２日 井上（勝）君２６日 

松井君２７日 横井君２７日 竹之内君２７日 

中塚君２８日 岩橋君２９日 

❁夫人誕生日 

中塚君夫人 陽子さん  ６日 

谷川君夫人 久子さん  ６日 

深海君夫人    広子さん    １６日 

井上（勝）君夫人 和子さん １７日 

上村君夫人 智江さん １７日 

小坂君夫人 美子さん １９日 

柴田君夫人 多美子さん ３１日 

❁結婚記念日 

安澤君 １日  井上（武）君 ２日 横井君 ３日 

深海君 ５日   奥田君 ６日 薮下君 ８日 

中塚君 ９日   松井君１２日 布施君２４日 

今村君２４日 西村君２４日 小林君３０日 

新会員紹介 

◆辻 眞一（つじ しんいち）会員 

勤務先：〒6150014 京都市右京区西院巽町 27 

株式会社京都賃貸スタイル 代表取締役 

TEL：075-325-1200 FAX：075-325-1144 

自宅：〒6038442  

京都市北区紫竹西野山東町 17-7 

TEL：075-492-8384 

職業分類 不動産業 

推薦者：松井 信五、坂田  均 

幹 事 報 告  
■京都マラソン例会 お礼 

井上（正）委員長、山田副委員長を始め、2月 21日（日）

の京都マラソンボランティア活動にご参加いただいた皆

会員、42.195ｋｍの完走おめでとうございます！ 

■新会員入会式 

本日、新会員として、辻 眞一（つじ しんいち）君をお

迎えします。ご活躍を期待致します。 

■水と衛生月間 

今月は、水と衛生月間です。皆様ご理解のほど宜しく

お願い致します。 

■ソウル国際大会のご案内 

5 月 28 日（土）～6 月 1 日（水）、韓国ソウルにて開 

催されます。また、開会式前日 5/28（土）夕刻に、中澤 

忠嗣ガバナーを囲み「第 2650 地区親睦夕食会」が企

画されております。参加ご希望の会員様（ご家族様）は、

本日中に幹事または事務局までお知らせください。 
■ロータリーレート変更 

３月１日より、ロータリーレートが１㌦＝116円に変更され

ます。（現行 120円） 

■お知らせ 

*京都中ロータリークラブ創立２５周年記念例会・祝宴のご案内   

日   時：2016年4月16日（土）「京都ホテルオークラ」 

記念例会：15：30～ 

記念講演：17:00～「奉仕の唯脳論」 東京大学名誉教授 養老孟司氏  

祝   宴：18：00～ 

登 録 料：15,000円  申込締切：3/4（金） 

*京都東ロータリークラブ創立６０周年記念例会・祝宴のご案内   

日   時：2016年 5月 20日（金）「ウエスティン都ホテル京都」 

記念例会：15：55～ 

記念講演：「大叔父『平澤 興』の生き方に学ぶ」  平澤正人氏  

祝   宴：18:15～能楽 祝舞「石橋（しゃっきょう）」 

 観世流能楽師 十世 片山九郎右衛門氏  

登 録 料：15,000円  申込締切：３/15（火） 
※上記、お申込みは、幹事もしくは事務局までお願い致します。 
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京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ -新会員スピーチ「谷ばかりの 30 年」 元田 禎氏  
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「京都の日本酒の文化と歴史」  佐々木酒造株式会社 代表取締役 佐々木 晃氏 
 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「京都におけるインバウンドの現状」 グランドプリンスホテル京都営業支配人 会員北脇邦彦氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 新入会員歓迎例会の為、例会変更 ＊ビジター受付は行いません 
 京 都 朱雀 京都東急Ｈ ｢野球観と球界の裏話｣について 元読売巨人軍 川中基嗣氏 

3/3 京 都 南 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ※ 「知られざる漫画家の世界」漫画家 松本美緒氏           新会員スピーチ「仕事と家族」 松本幸治氏  
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「ＲＬＩについて」  国際ロータリー第 2650 地区ＲＬＩ委員会地区ディスカッションリーダー 京都東山ＲＣ会員 岩橋忠昭氏 
 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「職業奉仕卓話」  
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「私の仕事と環境」新会員 村上修司氏 「創立 30周年に向けて」創立 30周年準備委員会 委員長 細見岩男氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H -会員スピーチ-「釜石の被災地相談に参加して」  山本拓生氏 坂本景子様 会員 近藤永太郎氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ -会員スピーチ-「祇園の片隅で ＰＡＲＴ2」  坂根良枝氏 ロータリー情報部門 太田和夫氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 第 2 回クラブフォーラム「記念事業を振り返って」 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「家庭集会のまとめ」 ロータリー情報委員長 梶野興三氏 
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京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「京都東ロータリークラブ会員の環境への取り組みについて」 会員 米田庄太郎氏  
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「未定」 京都市下京消防署予防課長 文字 勤氏    
 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「香木ビジネスの変遷」 ㈱山田松香木店 代表取締役 京都紫野 RC会員 山田英夫氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「相撲場所稽古見学の為例会時間場所変更」 ＊ビジター受付は行いません  会員 

3/7 

 

京 都 西 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「観光立国と地方創生日本を元気に」 公益財団法人大阪観光局長 溝畑 宏氏 
（月） 京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「宇治茶の歴史」  京都造形芸術大学通信制大学院非常勤講師 橋本素子氏  氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「京都の近代建築-市庁舎などの公共建築の歴史-」 京都華頂大学 現代家政学部教授 川島智生氏 
 

 

京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「人を裁くということ」 会員 脇 巖氏 
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京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「ＲＬＩについて」 地区ＲＬＩ委員会副委員長 岡村建築設計事務所所長 水口ＲＣ会員 岡村俊男氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「手工バイオリンができるまで」  あまのとしかず・ヴァイオリン工房 天野年員氏 
 京 都 洛南 京都東急Ｈ 「弾き語りミニコンサート」  ㈱ﾗﾎﾟｰ 作曲家、作詞家、ピアニスト クリストファー・ディオン氏   会員 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【2/21（日）2650地区会長エレクト・次年度幹事予定者

研修セミナー、第３回会長幹事会】川勝ＲＡ委員長、中

西副ＲＡ委員長、岡武幹事が出席されました。ごくろう

さまでした。 

同 好 会 情 報  
・野球同好会 第２７回中澤忠嗣ガバナー杯野球大会 

 ２月２７日（土）勧修寺公園グランド 

 東山ＲＣ ０ ０ ０ １１  １１ 

 湖南ＲＣ ３ ６ １ ２× １２× 

 １０点差を最終回に“大逆転”したのですが、あとアウ

ト１つまで迫りながら、逆転サヨナラ負けとなりました。(T ^ T)

ご参加頂いた選手の皆様、本当にお疲れ様でした。 

応援に駆け付けて下さった皆様ありがとうございまし

た。 

・ロータリーほろにが会  

3/8（火）18：00～「ＡＮＡクラウンプラザＨ」 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜2/21＞ 
ロータリー財団 計 15,000 円累計 981,800 円 

  達成率 63.8％ 

 ｸﾗﾌﾞ累計 1,196,200 円 

ロータリー財団協力会より。 青山君 

*2月寄付にて、小森会員は2回目のﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙﾊﾘ

ｽ・ﾌｪﾛｰになられました。おめでとうございます。 

米山記念奨学会 計 0 円 累計 689,000 円 

 達成率 56.9％ 

 ｸﾗﾌﾞ累計 752,000 円 

ニ コ ニ コ 箱 計 44,000 円 累計 2,355,000 円 

 達成率 78.5％ 

本日のマラソン例会、京都マラソン委員会の皆様あり

がとうございます。 岩橋君、今井君、渡辺君 

 吉田（武）君、西村君 小坂君、佐々木君 

 小森君、安澤君、岡武君、坂田君 

 福川君、中西君、松下君、山本君 

 谷口君、山田君、深海君、寄本君 

京都マラソンの成功を祈って  

野球同好会の皆様、昨日は有難うございました。 

 村岡君 

希望の風奨学金 計 0 円 累計 522,000 円 

 達成率 68.8％

2/2（火）クラブ・デー 

～お誕生日、100％出席 

おめでとうございます～ 

2/9（火）スピーチ 

～「I・H 連続 65 年出場の軌跡」～ 

東山高校卓球部 監督 宮木 操氏 

2/16（火） 

～クラブ・フォーラム（国際奉仕）～ 

金ボラ様・イウンヨル様 

 

～２月のスナップ～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 2/21（日）京都マラソン例会 ～ 
 給水ボランティア 

 

 

☆ GOOL! おめでとう！！ 

☆参加者の皆様お疲れ様でした。 

☆参加者の皆様お疲れ様でした。 


