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2650 地区ガバナースローガン 

“夢を語り、現在
い ま

を刷新 ”Review from the future and Renew 

会長テーマ ～ 奉 仕 の 心 を 大 切 に ～奉仕を通じてロータリーを楽しもう 

“未来に繋がる     ” 
 

２０１６－１７年度 

国際ロータリー会長 

ジョン  F .  ジャーム  

第 2650 地区ガバナー 

刀根 荘兵衛 

会長(理事) ·········· 渡辺 剛士 
会長エレクト(理事) ··· 小森 直之 
直前会長(理事) ····· 岩橋 忠昭 
副会長(理事) ······· 中村 弘吉 
幹事(理事) ·········· 清水 泰博 
クラブ管理(理事) ···· 松井 信五 

(理事) ··· 坂田  均 
広報(理事) ·········· 木村 安輝 
会員増強(理事) ····· 本田 修造 
 

･･松井 信五 

 ··················中村 翠嵐 

ﾛｰﾀﾘｰ財団(役員) ···· 薮下 清三 
ﾛｰﾀﾘｰ情報(役員) ···· 小野 富造 
親睦活動(役員) ····· 川勝 裕之 
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 吉田 武雄 
職業奉仕(役員) ····· 平野 俊雄 
社会奉仕(役員) ····· 中塚  浩 
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治 
青少年奉仕(役員) ·· 郡  正樹 
会 計(役員) ········ 松下 明史 
 

副幹事 ········· 村田 好謙 
副幹事 ········· 橋本 幸司 
副幹事 ········· 中村  
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 山本 眞也 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 村岡 正浩 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 山田幸一郎 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 青山真由美 
副会計 ········· 上村 承生 
 

 
 
本日の会合 １０月４日（火） 
第 1回指名委員会 11：30～「千草の間２」 
第４回定例理事・役員会  例会終了後「千草の間２」 
情報集会第 2組  18：30～「田ごと」 
 
前回例会報告 
会員数 79（27）名 出席者 63（19）名 ビジター 0名 

出席率 88.7％ ゲスト   1名 
第 2346出席率  93.06％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会１０月１１日（火）  於：東館 4Ｆ「葵殿」 

「ガバナー公式訪問所感」 

 R.I.第 2650地区ガバナー刀根荘兵衛 氏 

 

-経済と地域社会の発展・米山月間- 
 

本日の例会 クラブ・デー 

開会点鐘 〔１２：３０〕 

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 

幹事報告 

会員増強委員会スピーチ 

今月のお祝い 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 
  
 
  

             クラブ創立５０周年               

2018年 4月 2日                      
あと５４６日 “未来に繋がる     ” 

 

「米山月間に因んで」 
 

 米山記念奨学委員長 福留 幸一 
 

今年度もいつものごとく米山月間がやっ

てまいりました。京都東山ロータリークラブ

に入会してからすぐに訳も分からずに寄付

をして功労者だのマルチプルだの意味も分

からず表彰され、そのまま訳も分からずに現

在に至っている私でありますが、皆さんもそ

んな感じに思われる方は多いのではないか

と思っています。どうせ同じ寄付をするのな

ら内容をある程度は理解する方が意味があ

るのではないかと思い少し米山についてお

話させて頂こうかと考えました。 

 

 米山記念奨学事業は米山梅吉の名前を冠

していますが、実は米山家の資産は一切関

係なくロータリアンからの年間約１４億円

の寄付で行われている国際奉仕事業なので

す。しかも日本のロータリークラブ独自の

事業であり、民間では国内最大の国際奨学

事業であります。目的は日本のロータリア

ンを含む日本人との交流により将来的に日

本と世界の架け橋となる人材を育成するこ

とを理念としております。その功績が認め

られたためご存知のように内閣府が認めた

特定公益財団法人に指定され、寄付金は税

金控除の対象になっております。 

 
 



 

 

 

 これらを聞いて素晴らしい事業だという他

はありませんよね！もちろん本当に素晴らし

い事業だと私も思います。しかし委員長会議

でも議題になりましたが、留学生の選考基準

につきましては長年議論されており問題点も

浮き彫りにされてきております。例えば米山

は日本人の海外へ行く留学生にはいくら貧し

くても優秀でも奨学金を出していないことや、

近年中国人が大多数を占めてきており国に偏

りが出てきていること、そしてこれも中国人

が多いようですが奨学金を受け取る立場であ

りながらブランド物をたくさん身に付けて例

会に参加する学生が増えてきている（つまり

裕福な学生である）ことなどなど・・・。私

達の寄付金なのですから出来るだけ優秀かつ

貧しい学生に援助の手を差し伸べてあげたい

と思いますが。 

 最後になりますがロータリアン１人１人が

今よりもさらに米山に対して興味を持ち発言

をしていくことがひいては寄付金の有意義な

支出へ繋がっていくのではないかと思います。 

本年度も米山の寄付をどうぞよろしくお願い

致します！ 

 

 

 

 

今 月 の お 祝 い  

❁１００％出席会員表彰 

連続３０年間：今井君、川中君 

連続１ 君 

連続１７年間：本田君 

連続 1年間：深海君、青山君、寄本君 

❁誕生日 

戸田君  ３日  佐貫君 １１日   

平野君 １３日  寄本君 １３日 

井上（武）君 ２４日  奥田君 ２７日   

❁夫人誕生日 

安澤君夫人  多鶴子さん  ４日 

小林君夫人  和子さん  ６日 

山田君夫人  麻紀子さん  ７日 

戸田君夫人  和さん １４日 

❁結婚記念日 

横尾君 １日 吉田（武）君 ２日 渡辺君 ６日 

竹之内君 ８日 木村（茂）君１０日 中村（吉）君１０日 

谷川君 １２日 清水君 １７日 中村(弘)君２１日 

本田君 ２３日 
 

幹 事 報 告  
■次週はガバナー公式訪問   

10/11（火）Ｒ.Ｉ.第 2650地区ガバナー刀根荘兵衛ガバナ

ー、山口義治ガバナー補佐、山本 等幹事長、中山勝美

公式訪問幹事各氏をお迎えして開催致します。会員全員

でお迎えし、ご指導いただきたいと思います。 
 

■第２期会費振込用紙配布 

本日、第２期分の年会費振込用紙をお配りしております。

次週の例会前に納入受付を設けます。 
 

10/5 
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京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ -米山月間に因んで-「私の故郷のルロル」  米山奨学生 才華 加様  

（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「人生ラッキーですか？」  米山奨学生 メガサリ、エリザ クリスティン様 
 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH -米山月間スピーチ-「私が日本での留学生活を通じて得た事」  米山奨学生 朴 柱珍様 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「私を変えた日本留学」  米山奨学生 張 悦様 
 京 都 朱雀 リーガロイヤルＨ 「ガバナー公式訪問所感」 R.I.第 2650 地区ガバナー刀根荘兵衛氏 

10/6 

 

京 都 南 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ※ 「おおきに♡おもいやり」  Singer&DJ 真箏 様 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「青不動の心」 青蓮院門跡 門主 東伏見慈晃氏 
 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「私の履歴書」  会員 山田榮一氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「第二言語習得の話」  米山奨学生 楊 蕊寧さん 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「社会保障と税の一体改革」  近畿財務局京都財務事務所 次長 林 展子氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「京都における日本音楽の流れ」 邦楽家、新内研進派家元 重森三果氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「島本壮樹について。旧態依然とした花卉業界への挑戦」 有限会社ﾌﾗﾜｰﾊｳｽおむろ 代表 島本壮樹氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「RLI について」 RLI 日本支部ﾌｧｼﾘｴｰﾀｰ 京都八幡ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 坂本克也氏 

10/7 

 

京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「ヨットに魅せられて」  会員 高橋 隆氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「居場所を失った子ども達」  弁護士法人都大路法律事務所 弁護士 安保千秋氏 
 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「故郷のﾊﾝｶﾞﾘｰとマンガとのつながり」 米山奨学生 京都精華大学マンガ研究科博士後期課程 ｶｰﾛｳﾞｨﾁｭ,ﾀﾞﾙﾏさん 

Da  京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「米山奨学生ｽﾋﾟｰﾁ」 金 貴兜（キム キア）さん 

10/10 

 

 

京 都 西 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 祝日休会 
（月） 京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 祝日休会 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 祝日休会 
 

 

京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H ★ 祝日休会 

10/11 

 

 

 

京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 米山奨学生ｽﾋﾟｰﾁ「人生はラッキーですか？」 メガサリ エリザ クリスティンさん 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「紳士力を高める五つの決めて」  衣文道高倉流 たかくら会京都道場 会頭 熊谷宝子氏 
  京 都 洛南 リーガロイヤルＨ 未定  京都おぶぶ茶碗 経理・イベント担当委員 谷口桃子氏、ｼﾓﾅ・ｻﾞﾊﾞｯｷｰﾃ氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

■米山記念奨学会「豆辞典」 

米山月間にあたり、奨学事業について纏められた 

小冊子をお配りしています。ご活用ください。 
 

■第 15 回やましな栄誉賞 表彰式 

10/1（土）「京都市東部文化会館ホール」に於いて開催さ

れ、岩橋直前会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  

・ガバナー杯野球大会 

 11月 5日（土） 第１試合 9：00～ ＶＳ水口ＲＣ 

 勝てば第 3試合 12：20～ ＶＳ橿原ＲＣ 

 （場所）滋賀県希望が丘公園グランド 

２試合目も勝てば、11 月 19 日（土）に準決勝以上が開

催されます。 

・練 習 10月 25日（火）14：00～「岡崎グランド」 

＊ゴルフ同好会 

2016-17 年度ポリオ撲滅活動協賛第 71 回市内 24ＲＣ

懇親チャリティーゴルフ大会 

10月 8日（土）「瀬田ゴルフコース北コース」 

11月 2日（水）第１回コンペ 田辺カントリー倶楽部 

＊ロータリーほろにが会 

10/11（火）18：00～「ハイアットリージェンシーホテル京都」 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜9/27＞ 
ニ コ ニ コ 箱 計 91,000 円 累計 876,000 円 

 達成率 29.2％ 

本日はよろしくお願いいたします。 

国際ロータリー第 2650地区ガバナー補佐 

 山口義治様 

第 2650地区 2016-17年度ガバナー補佐山口義治様 

本日スピーチありがとうございます。 

 鈴木君、今井君、竹本君、渡辺（剛）君、今村君 

 吉田（良）君、岩橋君、中村（翠）君、小野君、稲本君 

 小山君、小坂君、杉﨑君、平野君、松下君、 君 

 小森君、清水君、中村（弘）君、井上（武）君、中塚君 

 関根君、吉田（武）君、上村君、布施君、山田君 

敬老の日のお祝い有難うございます。 中村（翠）君 

今井先輩、昨日はどうもありがとうございました。 岸君 

銀ちゃん、お誕生日おめでとう！ 安倍君 

 

ロータリー財団 計 15,000円 累計 423,400 円 

  達成率 28.2％ 

ロータリー財団薮下委員長、いつもご苦労さまです。 

 戸田君、川中君 
 

米山記念奨学会 計 10,000 円 累計 345,000円 

 達成率 23％ 

小坂先輩、貴重なお品をありがとうございました。 

 平野君 

今回の寄付にて平野会員は、第 1 回米山功労者となら

れました。おめでとうございます。 
 

希望の風奨学金 計 5,000 円 累計 35,000円 

 達成率 8.8％ 

山口様、本日はお世話になります。 清水君 

～９月のスナップ～ 

100％出席、お誕生日、表彰 
おめでとうございます。 

 

９月 ６日（火） 
クラブ・デー 

９月１３日（火） 敬老のお祝い 
中村 弘吉 君 
関根 淳子 君 
奥田 歓信 君 

９月２０日（火） クラブ・フォーラム 
（会員増強委員会） 

担当 会員増強理事 本田 修造 君 
 

 
９月２７日（火） 国際ロータリー第 2650地区

2016-17年度 ガバナー補佐 
京都洛東ロータリークラブ 山口 義治 様 

 
 

９月６日（火） 内藤葉子会員 
入会おめでとうございます。 

 

クラブ協議会 
 



 

 

 


