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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 
 

 
 
前回例会報告 
会員数 79（27）名 出席者 56（17）名 ビジター 1名 

出席率 82％ ゲスト   1名 
第 2356出席率 91.3％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会 １２月２０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～ 

 
 

-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♪我らの生業 
会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 
-新入会員スピ―チ- 
「良い弁護士の見分け方―弁護士のレベルの３段階」   
 牧野 誠司君 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 
 

本日の会合 １２月 １３日（火） 
第 1回次年度理事・役員会  18：00～「晴鴨樓」 
京都東山 RAC「会員増強卓話例会」  
 19:30～「ルイーダ cafe&bar」
  

             クラブ創立５０周年               

2018年 4月 2日                      
あと４７６日 “未来に繋がる     ” 

 

「最近の世界情勢とロータリー」 
  

 奉仕プロジェクト委員長 坂田 均 
 

英国の EU 離脱、トランプ氏の米国大統領

選挙当選、イタリア首相の退陣、フランス大

統領の再選断念、韓国大統領の弾劾等々、世

界各地で政治が動いている。 

 我々は、１９８０年代に始まったグローバ

リゼーションと自由貿易・自由経済こそが

「豊かさ」を実現する方法であると信じて、

疑いをもたずに前進してきた。ところが、こ

れらの理念はどうも一部の人々だけに幸福

をもたらしたようだ。グローバリゼーション

と自由貿易・自由経済の終焉である。  

このような指摘は既になされている。米

国元連邦労働長官であるロバート・ライシ

ュ氏は、「人々は、ゲームは既に富と権力を

有する者によって、不正に管理されている

のではないかと疑い出している。」と警告し

ていた。また、慶応大学の井出英策氏の分

析によると、「IT技術の発展により非熟練労

働への需要は高まり、それらの労働者の賃

金は上昇するはずであったのに、逆に比較

的学歴の高い層の労働者が非正規雇用へと

押し出されていった。」ということになる。

「所得階層の二極化」の現象である。どう

も、我々がしてきたことは、必ずしも公平

な結果を生まなかったということらしい。 



 

考え方を修正する必要があるのかもしれな

い。 

では、これから我々は何を信じて、どのよ

うな理念を胸に抱いて事業活動すべきなの

だろうか。どの論者もまだ明確な答えを示し

ていない。ただ一つ言えることは、世の中の

富や所得の分配方法について若干の配慮が

必要になり、その方向での見直しが試みられ

ることは間違いない。 

 ロータリーの世界でも、盛んに勢力の拡大

と財政の強化が唱えられてきたが、これも一

種のグローバリゼーションかもしれない。 

多様な人々が集い、それぞれの国が個別事

情を抱えながら参加していることを忘れる

と、最近の世界情勢と同様の轍を踏むことに

なる。そのようなことが懸念される。ここは、

やはり、ロータリーの４つのテストの意味を

再考して、足元を見る必要があるのではない

か。 

真実か、皆に公平か、好意と友情深めるか、

皆のためになるかどうか。 

 以上 

 

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） 小森 直之君 

会長エレクト/副会長（理事・役員） 坂田  均君 

直前会長（理事・役員） 渡辺 剛士君 

幹 事（役員） 中塚  浩君 

クラブ管理運営（理事） 平野 俊雄君 

奉仕プロジェクト（理事） 木村 安輝君 

広報（理事） 松井 信五君 

会員増強（理事） 川勝 裕之君 

ロータリー財団（理事） 柴田 義典君 

無任所（理事） 中村 弘吉君 

Ｓ.Ａ.Ａ.（役員） 福留 幸一君 

青少年奉仕（理事） 岡武 和暁君 

職業奉仕（理事） 村田 好謙君 

社会奉仕（理事） 本田 修造君 

国際奉仕（理事） 吉田 武雄君 

会計（役員） 上村 承生君 

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、20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下さい。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。 

 

※なお、今回の年忘れ家族会ではビンゴ大会を行な

います。会員の皆様より景品のご提供のご協力をお

願いいたします。当日の例会前に親睦委員会まで届

けていただきますよう、よろしくお願いいたします。 
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京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「スペシャルオリンピックについて」 ＮＰＯ法人スペシャルオリンピック日本・京都 専務理事 京都Ｒ.Ｃ.会員 木本和秀氏 

（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 例会日時・場所臨時変更  ＊ビジター受付は平常通り 
 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「会社役員の退職金を巡る諸問題」  きっかわ法律事務所 弁護士 神原 浩氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「御寺（みてら）の風景」  会員 藤田浩哉氏 
 京 都 朱雀 リーガロイヤルＨ クラブ・デー 

12/15 

 

京 都 南 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ※ 例会変更  ＊ビジター受付は平常通り 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 例会時間変更  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 例会時間変更  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「スーパーサーズデー」 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 例会日時変更  ＊ビジター受付はございません 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「大学で法を学ぶ意味-なぜ京都で？」  京都産業大学 教授 法務研究科研究科長 京都東 RC 草鹿晋一氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ スピーチ 
 京 都 西山 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 

12/16 

 

京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 例会時間臨時変更  ＊ビジター受付はございません 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「ロータリー財団について」  竹中徹男ロータリー財団委員長 
 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 例会時間変更  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 例会変更  ＊ビジター受付はございません 

12/19 

 

 

京 都 西 リーガロイヤルＨ 「祇園祭と久世駒形稚児」  宗教法人綾戸國中神社宮司 杉浦 匠氏 
（月） 京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 例会変更  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「大学ｺﾝｿｰｼｱﾑ京都の取組について」  （公財）大学ｺﾝｿｰｼｱﾑ京都 専務理事・事務局長 桂 良彦氏 
 

 

京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H ★ 「女性のキモノ」  会員 岡本繁夫氏 

12/20 

 

 

 

京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 第 3 回クラブ・アッセンブリー 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 例会時間臨時変更  ＊ビジター受付は平常通り 
  京 都 洛南 リーガロイヤルＨ 未定 会員 高橋泰一朗氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

 

■地区大会登録 

先週ご案内しています「地区大会本会議」の登録を

本日より受け付けます。出席（親睦）委員会または

事務局まで、1月 17日（火）までにお申込み頂き

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。 

 

 

同 好 会 情 報  

＊ロータリーほろにが会 

12/13（火）18：00～「中国料理 桂心」 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜12/6＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 56,000 円 累計 1,531,000 円 

 達成率 51％ 

今月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

 吉田（良）君、竹本君、渡辺（剛）君、小山君、佐貫君 

 横井君、戸田君、中西君、松下君、布施君 

沖縄ナハマラソン、過酷でした。気温 30℃で死ぬかと

思いました。 福留君 

竹本さん、いつもありがとうございます。 杉﨑君 

竹本さん、ありがとう。 今井君 

誕生日自祝。  

 中村（翠）君、清水君、橋本君、渡邊（恭）君 

嫁、誕生日自祝。 岡武君、井上（正）君 

家内誕生日自祝。 小森君、稲本君 

結婚記念日自祝。 大藤君 

 

ロータリー財団 計 5,000 円 累計 769,400 円 

  達成率 51.3％ 

今月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

 吉田（武）君 

 

米山記念奨学会 計 20,000 円 累計 665,000 円 

 達成率 44.3％ 

早や 師走 やり残した事、多すぎる。 中村（弘）君 

一助に。 井上（武）君 

 

希望の風奨学金 計 0円 累計 109,000 円 

 達成率 27.3％ 



 

 

 


